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１ 八尾市の財政について

1 財政ってなに？

地方公共団体は、子育て世帯・高齢者・障がい者に対する支援、ごみの収

集・運搬、道路・公園・下水道の整備、消防・救急業務、小・中学校の運営

など、さまざまなサービスをおこなっています。

この一連の流れを、財政 といいます

サービスを計画的におこなうために、毎年度（４月～翌年３月）

①予算

使えるお金がどのくらい集まるかを予測したうえで、その使い道を決めます

②予算の執行管理

予算の範囲内で行政サービスをおこないます

③決算

最終的にお金がどのくらい集まり、どのように使われたかを確認します

予算 予算の執行管理 決算

１年間の収入と支出

を見積もる
⇒１年間にどれくらいのサービス

をおこなうのか計画する

予算を執行

する
⇒行政サービス

を提供する

１年間の実績や成果を

確認する
⇒計画に対してどのようにお金

を使ったのかを確認する

決算をふりかえり、評価を予算に反映させる
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２ 予算はどうやって決めているの？

予算は市（市長）の考え方だけで決めることはできません。市（市長）が

提出した予算（案）を市民の代表である市議会が議決することで予算が成

立し、執行する（使う）ことができます。

担
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課

予

算

見

積

も

り

予

算

ヒ
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査
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の

審

議

・

議

決

新

年

度

予

算

開

始

新年度予算が決まるまでには、多くの時間がかかります。

担当課は事業の課題を解決したり、新事業を実施するための予算を要望し

ます。

これを予算査定部局は、市政運営方針や社会情勢の変化、財政状況等

をふまえ、実際にどれほどのお金が必要となるかを検討します。

議会 予算

市民

市長
議決

執行

調製

監視公開
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３ 八尾市の財布の種類は？

市では、さまざまなサービスを提供していますが、そのサービスは多岐にわたるた

め、サービスに応じた”財布”を持っています。この財布のことを「会計」といいます。
八尾市では、「一般会計」「特別会計」「企業会計」の大きくわけて３種類

の会計をつくっています。

それぞれの会計が管理するお金は次のとおりです。

会計名 主な事業内容

一般会計
子育てや医療、教育、道路の整備など、市民

の暮らしやまちづくりに必要な基本的な行政

サービスを実施

特

別

会

計

国民健康保険事業
国民健康保険に加入している方への医療費を

支給

財産区 財産区財産の管理

介護保険事業 要介護・要支援者の方への保険給付

後期高齢者医療事業 75歳以上の方の医療費を給付

土地取得事業
将来、公園や道路などに使用する土地を先行

取得

母子父子寡婦福祉資金貸付金 母子父子寡婦の方への貸付け

企

業

会

計

病院事業 市立病院の管理運営

水道事業 水道水の供給、水道管の整備・維持管理

公共下水道事業 下水道管の整備・維持管理

それでは、次のページから会計別の令和４年度予算についてみてみましょう。

市で一番大きなお金を管理している一般会計を中心に解説します。
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２ 八尾市の令和４年度予算

1 各会計の当初予算

※万円未満を四捨五入して表示しているため、合計が合わない場合があります。

会計名 令和４年 令和３年 対前年度

一般会計 1,151億1,250万円 1,096億843万円 55億407万円

特別会計 674億6,208万円 632億5,516万円 42億692万円

国民健康保険事業 306億4,497万円 286億4,205万円 20億292万円

財産区 2,430万円 2,429万円 1万円

介護保険事業 277億8,871万円 268億8,708万円 9億163万円

後期高齢者医療事業 79億911万円 73億3,487万円 5億7,424万円

土地取得事業 10億5,511万円 3億1,932万円 7億3,579万円

母子父子寡婦福祉資金貸付金 3,989万円 4,754万円 ▲765万円

企業会計 443億915万円 446億3,198万円 ▲3億2,283万円

病院事業 183億3,866万円 182億2,324万円 1億1,542万円

水道事業 91億6,454万円 91億6,837万円 ▲383万円

公共下水道事業 168億595万円 172億4,037万円 ▲4億3,442万円

全 体 合 計 2,268億8,373万円 2,174億9,556万円 93億8,817万円

２ 一般会計予算の推移

1,036 
1,018 

1,044 

1,096 

1,151 

970

1,000

1,030

1,060

1,090

1,120

1,150

1,180

平成30 令和1 令和2 令和3 令和4

(単位：億円) ※令和1は6月補正後の額 一般会計の予算額の推移を

見てみると、令和4年度当初予算

は前年度比で約55億円の増とな

りました。

令和4年度は、新型コロナウイ

ルス感染症対策に取り組みつつ

八尾市の成長をさらに進めるた

め、「子ども・子育て」、「安全・

安心」、「魅力・活力の充実」を
最重要ポイントとした予算編成を

おこないました。

Point
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３ 一般会計の歳入予算

令和４年度当初予算の歳入の内訳は、次のようになっています。

歳入 １，１５１億円

自主財源依存財源

477億円674億円
（41.4％）（58.6％）

市税 386億円
個人・法人市民税、固定

資産税など

【全体の33.5％】

繰入金 40億円
貯金の取崩しです。

【全体の3.5％】

分担金・負担金 8億円
事業の経費の一部を、受益者の

方に負担していただくもの

【全体の0.7％】

使用料・手数料15億円
市の施設を利用したときや、証明

書を発行したときにいただくもの

【全体の1.3％】

その他 28億円
【全体の2.4％】

国から入るお金 280億円
市がおこなう特定の事業に対して国

が負担・補助するもの

【全体の24.4％】

地方交付税 128億円
市民のみなさんが国に納めていた

だいた税金の一部など

【全体の11.1％】

府から入るお金 96億円
市がおこなう特定の事業に対して

府が負担・補助するもの

【全体の8.3％】

借入金 89億円
銀行などからの借金

【全体の7.7％】

その他 81億円
【全体の7.1％】

歳入は、市税や使用料など自治体が自主的に収入することができる「自主

財源」と、地方交付税や国からの歳入などの「依存財源」があります。自主
財源が多いほど財政が安定し、自主的な事業をよりおこなうことができます。

八尾市は、依存財源に比べると自主財源の割合が低くなっています。がんば

れ八尾応援寄附金(ふるさと納税)やガバメントクラウドファンディングの取組みな

ど、さらなる歳入確保に取り組んでいきます。

Point
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４ 一般会計の歳出予算（目的別）

令和４年度当初予算の歳出を「行政目的」にわけると、次のようになっています。

歳出 １，１５１億円

民生費 617億円
福祉や医療、子育て支

援など

(全体の53.6％)

衛生費 112億円
健康増進や環境保全な

ど

(全体の9.8％)

総務費 104億円
庁舎管理・市税の賦課

徴収など

(全体の9.0％)

教育費 90億円
学校教育・社会教育など

(全体の7.8％)

土木費 85億円
道路・公園などの整備

や管理

(全体の7.4％)

その他 16億円
産業振興、市議会の

運営費用など

(全体の1.4％)

公債費 104億円
借金の返済

(全体の9.0％)

消防費 23億円
消防・救急業務など

(全体の2.0％)

１万円におきかえると・・・

福祉や医療、子育て支援など 5,363円 学校教育・社会教育など 779円

健康増進や環境保全など 977円 道路・公園などの整備 736円

庁舎管理・市税の賦課徴収など 905円 消防・救急業務など 200円

借金の返済 899円 産業振興・市議会の運営費用など 141円
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５ 一般会計の歳出予算（性質別）

令和４年度当初予算の歳出を「経済的な性質」にわけると、次のようになっています。

歳出 １，１５１億円

毎年の支出が義務付けられた経費が52.7％と全体の半分以上を占め

ています。市民の方々へよりよいサービスを提供できるよう、柔軟で持続可能な

行財政運営をおこなうため、「新やお改革プラン」に位置づけた行財政改革にか

かる取組みを進めていきます。

その中で、令和４年度は、こども総合支援センター（10月開設予定）の

整備の推進など、八尾の成長をさらに加速させるための新たな事業予算を組

んでいます。

Point

義務的経費

608億円
（52.7％）

その他の経費

462億円
（40.3％）

人件費 188億円
職員の給与など

(全体の16.3％)

扶助費 316億円
こどもや高齢者の方など

を支援するための経費

(全体の27.4％)

補助費等 208億円
個人への謝礼や団体への助

成金や負担金など

(全体の18.1％)

公債費 104億円
借金の返済

(全体の9.0％)

投資的経費 81億円
道路や建物などの整備にかか

る経費

(全体の7.0％)

繰出金 116億円
国保、介護、後期高齢な

ど特別会計へ支払う経費

(全体の10.1％)

物件費 120億円
施設等の維持管理費(光

熱水費、消耗品費等)など

(全体の10.5％)

その他 18億円
貯金の積立など

(全体の1.6％)

※令和４年度の主な事業は9ページ～掲載
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八尾市の会計と家計では、お金も使い道も異なるため単純に比較できないところはあり

ますが、令和４年度の一般会計当初予算を、年間の総収入が400万円の世帯に置き換

えてみると、次のようになります。

八尾市の家計簿参考

収 入

内 容 予算額

給料[本給]
(市税)

134万円

給料[諸手当]
(地方交付税、国庫支出金、府

支出金)
175万円

パート収入
(使用料・手数料、財産収入な

ど)
46万円

銀行からの借入 31万円

貯金の取崩し 14万円

合計 400万円

支 出

内 容 予算額

食費
(人件費)

65万円

医療費・保育料
(扶助費)

110万円

ローンの返済
(公債費)

36万円

自宅の増改築費
(投資的経費)

28万円

町内会などの会費
(補助費等)

73万円

子どもへの仕送り
(繰出金)

40万円

光熱水費・日用品代
(物件費)

42万円

貯金、車の修理代など

(積立金、維持補修費など）
6万円

合計 400万円

まず収入について、世帯の一番の収入源である給料に関しては、本給が諸

手当より少ないことがわかります。また、銀行からの借入と貯金の取崩しをする

予定としています。

次に支出について、医療費・保育料がもっとも多く、2番目に多い町内会な

どの会費を大きく上回っています。食費や光熱水費・日用品代も出費がかさ

む原因となっています。

Point
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３ 令和４年度の主な事業について

-9-

次のページから、重要ポイントに沿って主な事業を紹介します。

1 令和４年度(2022年度)市政運営の基本姿勢

住み続け

たいまち

八尾

子ども

子育て

安全

安心

魅力

活力

国による大規模な経済対策も活用した、経済の活性化と安全・安心

な日常生活を同時に実現させるための新型コロナウイルス感染症対策

に取り組みつつ、八尾の成長をさらに進めるため、令和４年度

（2022年度）においても「子ども・子育て」・「安全・安心」・

「魅力・活力」を市政運営の３つの最重要ポイントとして位置づけ、

各種の取り組みを展開します。

■新型コロナウイルス感染症対策と３つの最重要ポイント



子ども・子育て
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医療的ケア児の保育充実に向けた保育施設の追加整備

引き続き「待機児童ゼロ」を達成し保留児童対策を進め
るため、新たに公有地を活用した保育施設や小規模保育
施設を公募するほか、運営法人の強みを活かした特色あ
る施設の整備に取り組みます。さらに、医療的ケア児の
保育ガイドライン作成など、 公民連携しながら多様な
保育ニーズへの対応充実を図ります。

認定こども園等整備計画推進事業 12億161万2千円

こども総合支援センターを10月に開設

子どもの発達や児童虐待未然防止について早期
から適切な支援を行うとともに、関係機関との連
携や、行政内部での子ども達の支援に必要な情報
の共有を図ることで、切れ目のない相談支援体制
を強化します。

子育て総合支援ネットワーク
センター事業

5,098万円8千円

こども総合支援センター整備事業 1億9,889万円

児童虐待対策事業 261万5千円

小規模特認校における特色ある教育の推進

桂中学校区及び高安小中学校区において、市内全域から児童生徒が
通学可能となる「小規模特認校制度」について、令和５年（2023
年）４月からの実施に向けた取り組みを進めます。

小規模特認校における特色ある
教育推進事業

1,345万4千円
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不登校の未然防止をはじめとした様々な課題を抱える
子どもたちへの支援

福祉に関する専門的知識を持ったスクールソーシャルワーカーの
配置を充実し、教育相談の充実を図り、児童生徒の状況に応じて学
校と医療・福祉に関する相談機関や民間機関等が連携した取り組み
を進めます。

スクールソーシャルワーカー
活用事業 926万4千円

一定の要件のもと、学校を選択できる制度の導入

自宅から近い学校や隣接する校区等の学校を選択で
きる制度について、令和５年（2023年）４月からの
運用開始に向けた取り組みを進めます。

1,190万3千円

いじめから子どもを守る取り組みの充実

子どもたちのSOSを迅速に把握する手紙相談の充実や、いじめの
防止に係る学習プログラムの作成等、多角的な視点でいじめから子
どもを守る環境の醸成を図ります。

いじめからこどもを守る
八尾づくり推進事業

156万1千円

いじめ問題対策事業 577万7千円

令和５年（2023年）９月から全中学校で全員給食を
スタート

全校一斉スタートに向けた施設整備等を進めます。

中学校給食施設整備事業 3,492万1千円

中学校給食管理運営業務 5,805万2千円

学校適正規模等推進事業
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安全・安心

消防本部庁舎の移転建替えや市域南西部、南東部を
カバーする所署の新設等に向けた取り組み

消防本部庁舎の移転建替えによる機能更新に向け
た基本計画を策定するとともに、市域全域を網羅し
たバランスの取れた消防体制の構築をめざします。

消防庁舎機能更新事業 4,605万5千円

市保健所・市立病院を中心とする万全の感染症対策の
実施

市保健所として、市民の健康・生命を脅かす健康
危機事象に対し、感染状況等を的確に捉え市内医療
機関等を含めた各種関係機関と連携しながら適切な
対策を進めます。また、市立病院における陽性患者
の入院受け入れ及び検査対応等の取り組みなど、
公立病院としての役割を果たす市民の命を守る取り
組みを着実に進めます。

感染症対策事業 6億5,114万2千円

健康危機事象対策事業 2,090万5千円

政策医療の充実 （病院事業会計）

地域における防災力の強化

災害から市民のいのちと暮らしを守るため、各地域の特
性や想定される災害に応じた地区防災計画の策定を、災害
時要配慮者への取り組みを含め、引き続き支援します。

地区防災推進事業 624万8千円

災害時要配慮者支援事業 1,310万7千円
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健康寿命の延伸や地域での健康づくりの推進

大阪大学大学院や大阪がん循環器病予防センター等
との連携による、健診・医療等のデータ分析に基づく
「糖尿病等生活習慣病」の予防および健康課題の明確
化による健康寿命延伸に向けた地域での健康づくりを
進めます。

健康づくり推進事業 608万8千円

誰一人取り残さない相談体制の強化と地域づくりの
推進

地域共生社会の実現をめざし、相談支援体制のさらなる強化と、
様々な課題を抱える人の地域での受け皿となる場づくりや、つなぐ
ための支援をします。特に、認知症など判断能力が低下した人へ成
年後見制度の活用を進めるなど、誰一人取り残さない包括的な支援
体制を構築します。

多機関連携ネットワーク推進事業 3,416万7千円

「親なきあと」も安心して生活できる環境づくりの
推進

障がい者等が「親なきあと」も安心して地域で生活ができるよう、
訪問看護ステーションによる市内グループホームへの健康管理体制
の充実支援など、地域における障がい者を支える環境づくりを引き
続き進めます。

地域生活支援体制推進事業 1,004万8千円

孤独や不安を抱える女性への支援

コロナ禍で孤独や不安を抱える女性が社会との絆・つながりを回
復できるよう、「寄り添い、支援する機関」として八尾市男女共同
参画センター「すみれ」の機能を強化します。

男女共同参画推進事業 1,089万9千円
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魅力・活力

2025年大阪・関西万博を活かしたプロモーションの
展開

2025年大阪・関西万博において八尾ブランドをPRし、万博の波及
効果を八尾の成長に活かせるよう、大阪府や博覧会協会等と連携した
市全体の機運醸成と参画の取り組みを進めます。

やおプロモーション推進事業 576万4千円

観光魅力創造事業 150万3千円

市民・民間団体・企業等とともに進める
「映画のまち・やお」の推進

八尾のまちのにぎわいの創出と八尾の魅力を再発見
し、市民の郷土愛の醸成を図るため、新たに創設した
「八尾市魅力ある観光創造基金」を活用し、八尾市
フィルムコミッションとして本市をロケ地とする映像
制作等の誘致を積極的に進めます。

オープンイノベーション推進事業 4,045万1千円

ものづくり企業の新たな価値創造に対する支援

卓越した技術と魅力的な素材を持つ八尾市内の中小
企業が新たな価値を生み出すため、共創可能な各業界
の企業やクリエイターとのマッチングを行い、商品・
サービスの開発及び販路開拓強化への支援を進めます。
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脱炭素型まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の
推進

市民、事業者、行政などの多様な主体との協働に
より、子どもたちの未来に向けた脱炭素社会の実現
をめざし、啓発活動や環境教育を推進します。

ゼロカーボンシティやお推進事業 1,621万7千円

８月に文化会館をリニューアルオープン

リニューアルオープンを機に、誰もが芸術文化に
つながるまちづくりの実現をめざし、様々な芸術文
化活動の有機的なネットワークを形成し、その広が
りをめざす取り組みを進めます。

文化会館改修事業 15億8,315万1千円

芸術文化振興事業 3,636万2千円

地域における新たな公共交通の取り組みの拡大

竹渕地域における乗合タクシーによる実証運行の分
析結果を踏まえ、他の交通不便地における新たな公共
交通ネットワークの構築に向けた取り組みを進めます。

交通政策推進事業 1,433万5千円

八尾空港西側跡地の有効活用に向けた
マーケットサウンディング調査の実施

八尾空港西側に位置する国有地の有効活用に向
け、都市計画手法（地区計画等）の検討を進めると
ともに、早期売却に向けた国・大阪府・大阪市等と
の協議を進めます。

国有地等有効活用検討事業 834万9千円
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市政運営を支える着実な行財政改革の推進

●新やお改革プランの取組みの着実な推進
トップランナー方式対象業務等の見直しによる粗大ごみ収集

の民間委託化を実施するとともに、し尿収集体制の効率化や令
和６年度（2024年度）からの可燃ごみ等収集の民間委託化に向
けた本格検討を開始します。また、ふるさと納税制度の活用拡
大による歳入確保をはじめ、新やお改革プランに基づく行財政
改革を着実に推進します。

●効率的な行政運営と定員適正化の取り組み
AIやRPA、電子申請などのICTを活用した効率的な行政運営を

進めるとともに、電子決裁導入による行政文書の管理・保存の
効率化に取り組みます。また、中長期的な視点に立った組織体
制の最適化を図るために、本市に適した人員体制のあり方等を
検討し、職員数管理目標を策定します。

●自治体との広域連携や民間企業等との公民連携による行政運営
行政資源が限られる中、大阪府・大阪市をはじめとする他の

自治体等との連携、民間企業等との公民連携の取り組み等をさ
らに推進し、それぞれが持つ強みの相乗効果を生み出すことに
よる、より発展的な行政運営の実現を図ります。

●改革と成長の好循環をめざした新たな取り組み
新やお改革プラン実行計画を改定し、改革の取り組みを広

げ、財源とマンパワーを確実に生み出すとともに、さらなる改
革と成長の好循環をめざし、新たな取り組みについて検討を進
めます。
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新生児１人につき10万円を給付する「新型コロナに負け
るな赤ちゃん応援給付金」をさらに１年間延長

コロナ禍において不安やストレスを抱えつつ、
感染症予防対策を行いながら、妊娠期を過ごし
出産した子育て世帯を支援するため、令和４年
４月１日から令和５年３月31日までの期間に出
生した新生児に対し給付金一人あたり10万円を
支給します。令和２年度・令和３年度に引き続
いて実施します。

●予算額

2億664万4千円

新型コロナウイルス感染症対策

※令和４年度第１号補正予算にて実施

認定こども園や市立小・中学校等で陽性者が発生した際
のＰＣＲ検査の無償実施を継続

認定こども園などの就学前施設や市立学校等
で新型コロナウイルス感染症の陽性者等が複数
発生した場合に、濃厚接触者等に特定されな
かった児童・生徒・教職員等の希望者を対象と
して、民間検査機関によるPCR検査を無償で実
施します。

●予算額

9,703万9千円

小学校給食費の無償化を１年間延長

新型コロナウイルス感染症により影響を受け
ている子育て世帯の経済負担軽減のための緊急
的な対策として、令和３年11月から令和４年３
月まで実施している小学校給食費の無償化を、
令和４年４月から１年間延長して実施します。 ●予算額

5億8,552万6千円
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小学校高学年における通常の学級での密を回避するため
市独自の教職員を配置

小学校４年生以降で、通常学級と支援学級在籍
児童の合計が41人を超える学級について、３密の
回避等新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
学級編成が可能となるよう、対象校に市費による
講師を配置します。 ●予算額

4,311万3千円

新型コロナウイルス感染症対策専用の救急車の更新

救急隊員への感染や職員間の感染拡大を防ぎ、
消防組織としての災害対応能力の持続維持を図る
とともに、患者搬送の効率化、感染対策の徹底を
図ることで、一人でも多くの大切な市民の命を守
るための感染症対策専用の資機材を装備した救急
車へ更新します。

●予算額

3,981万円

コロナ禍により影響を受けている地区集会所等の
運営継続への支援

地区集会所等を運営する町会・自治会等に対
して、コロナ禍の影響に伴う運営継続の負担軽
減と地域コミュニティ活動の促進を図るための
一時支援金を支給します。

●予算額

2,360万円
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就職面接会の開催など、コロナ禍により厳しい状況に
ある求職者等への支援

新たな雇用創出と定着の促進を図るため、
事業所等を訪問し求人を開拓する専門員を
配置するほか、安定した雇用条件で市民を
雇用し、3ヵ月以上の定着を続けている事業
所に支援金を支給します。また、女性や就
職氷河期世代等を対象とした就労支援や、
介護事業所の人材確保を目的とした面接会
を開催します。

●予算額

1億1,179万1千円

新事業展開や商品開発、デジタル化に前向きに取り組む
事業者への上限250万円の補助制度をさらに１年間延長

新型コロナウィルスの感染拡大による社会経済の
世界的な変化の影響を受けて、新たなチャレンジを
おこなう商業・サービス・製造業者を対象に新事業
展開や製品開発、ＩＴ・ＤＸ化などに向け要した経
費の一部について１事業者最大２５０万円を支援す
る補助メニューを令和４年度も延長して実施します。

●予算額

1億1,750万円

路線バス等の運賃補助により市民のお出かけを応援

路線バス等を利用した市民の外出を応援す
るため、市内を運行する路線バスの平日昼間、
土日祝日および「たこち号」の運賃を100円と
する応援事業並びに、コロナ禍による路線バ
ス事業者の厳しい経営状況を踏まえ支援事業
を実施します。

●予算額

7,889万6千円


