
　歳入は、新型コロナウイルス感染症対策として国や府から入るお金が増収となった一方で、市税は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により減収となり、内訳として個人市民税や固定資産税が増収したものの、法人市民税な
どが減収となりました。
　歳出は、特別定額給付金給付事業をはじめとした「新型コロナウイルス感染症対策事業」の実施や市独自の幼
児教育・保育の無償化、障がい者支援などの「子育て」や「福祉」に要する経費が大幅に増加しました。

1341億3726万円1348億9621万円

市税市税
個人・法人市民税、個人・法人市民税、

固定資産税など固定資産税など
約393億円（約393億円（2929.1%）.1%）

福祉や医療、福祉や医療、
子育て支援など子育て支援など

約838億円（約838億円（6262.5%）.5%）

庁舎管理・市税の庁舎管理・市税の
賦課徴収など賦課徴収など

約106億円（7.9%）約106億円（7.9%）

環境保全や環境保全や
健康増進など健康増進など

約約9999億円（7.4%）億円（7.4%）

借入金の返済借入金の返済
約約9090億円（6.7%）億円（6.7%）

学校教育・社会教育など学校教育・社会教育など
約約8181億円（6.1%）億円（6.1%）

道路・公園などの整備道路・公園などの整備
約約7979億円（5.9%）億円（5.9%）

消防・救急業務など消防・救急業務など
約約2222億円（1.6%）億円（1.6%）

歳入と歳出の特徴

その他その他
約約2626億円（1.9%）億円（1.9%）

使用料・手数料使用料・手数料
約約1414億円（1.0%）億円（1.0%）

国から入るお金国から入るお金
約561億円（約561億円（4141.6%）.6%）

地方交付税地方交付税
約120億円（8.9%）約120億円（8.9%）

府から入るお金府から入るお金
約約8800億円（6.0%）億円（6.0%）

借入金借入金
約約6666億円（4.9%）億円（4.9%）

地方消費税交付金地方消費税交付金
約約5656億円（4.1%）億円（4.1%） その他その他

約約1616億円（1.2%）億円（1.2%）

分担金・負担金分担金・負担金
約９億円（0.6%）約９億円（0.6%）

その他その他
約約3434億円（2.6%）億円（2.6%）

（※1）翌年度へ繰り越すべき財源…翌年度に繰り越した事業に使うことになる財源。令和２年度から３年度には「学校施設整備事業」などで
繰り越しがありました。

（※2）実質収支額…歳入総額から歳出総額を差し引いて、さらに翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたもので、市の実質的な収支の状況を
示しています。

歳入総額
ー

歳出総額
ー

翌年度へ繰り越すべき財源（※1）

＝
実質収支額（※２）

1348億9621万円 1341億3726万円 3億4205万円 4億1690万円

自主財源（33.3%）

依存財源（66.7%）

歳入 歳出

決算決算を報告しますを報告します
　市政は、皆さんからの税金をもとに運営されています。この税金がどのように使われているかを知っていただくた
めに、令和２年度の決算や令和３年度上半期（令和３年９月30日現在）の予算執行状況などをお知らせします。

問財政課　 924−3820　FAX993−5944

やお市政だより 令和４年１月号3
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和
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市民一人あたりのために使われた額　505,666円市民一人あたりの市税負担額　148,136円

（（ （（

実質収支額が４億1690万円
で八尾市は黒字なんだね。

Close UpClose Up

一般会計の決算概況

歳出を１万円に置き換え
ると…（４ページを参照）



4記事内容の詳細は市ホームページでご覧いただけます。

　各比率が「早期健全化基準」および「財政再生基準」を超えた場合、財政の
健全化に必要な措置を講じることが義務付けられていますが、本市の令和２年
度決算はいずれも基準を下回っています（赤字額がないものは「ー」で表示）。

※標準財政規模… 標準的な行政活動を行うために必要な一般財源（税や交付税など使い道が特定されていない収入）の規模

項　目 内　容 会計名 八尾市 経営健全化基準

資金不足比率 公営企業の事業規模に対する資金不足の割合
病院事業会計 ー

20.0水道事業会計 ー
公共下水道事業会計 ー

項　目 内　容 八尾市 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 一般会計などの実質赤字額が標準財政規模※に占める割合 ー 11.25 20.00

連結実質赤字比率 全会計の実質赤字額が標準財政規模に占める割合 ー 16.25 30.00
実質公債費比率 借入金の返済額などが標準財政規模に占める割合 4.1 25.0 35.0

将来負担比率 一般会計などが将来負担すべき負債の残高が標準財政規
模に占める割合 3.3 350.0

（単位：%）

財政の健全度

（単位：万円）

特別会計・企業会計 〜決算と予算概況〜

歳出を１万円に置き換えると… １万円で考えると
分かりやすいね

さまざまな指標から財政状況を分析

163163円円 193193円円
道路・公園道路・公園などのなどの
整備整備

593593円円

668668円円
借入金借入金のの返済返済庁舎管理・市税庁舎管理・市税のの

賦課徴収賦課徴収などなど

790790円円
消防・消防・
救急業務救急業務などなど

環境保全環境保全やや
健康増進健康増進などなど

741741円円

福祉福祉やや医療、医療、
子育て支援子育て支援などなど

6,2486,248円円
その他その他

（産業振興、市議会の運営費用など）（産業振興、市議会の運営費用など）
学校教育・学校教育・
社会教育社会教育などなど

604604円円

● 特別会計
　特定の事業を行う場合に
一般会計と区別して運営し
ているもの
● 企業会計
　民間企業のように利用料
金などの収益で運営してい
るもの
● 収益的収支
　公営企業の経営活動に伴
い発生したすべての収入と
それに対応する支出
● 資本的収支
　公営企業の将来の経営活
動に備えて行う諸設備の建
設改良などの支出とその財
源となる収入

令和２年度決算額 令和３年度現計予算額
前年度繰越額を含む

９月末予算額収入済額 支出済額 差　引

特 

別 

会 

計

国民健康保険事業 2,987,003 2,879,303 107,700 2,864,205
財産区 80 80 0 2,429
介護保険事業 2,611,104 2,596,377 14,727 2,688,708
後期高齢者医療事業 714,088 710,293 3,795 733,487
土地取得事業 65,016 65,016 0 34,733
母子父子寡婦福祉資金貸付金 5,686 1,517 4,169 4,754

企 

業 

会 

計

病院事業
収益的収支 1,487,754 1,501,063 ▲13,309 収入 1,440,488

支出 1,575,779

資本的収支 143,029 214,266 ▲71,237 収入 170,215
支出 246,545

水道事業
収益的収支 565,050 521,333 43,717 収入 605,093

支出 555,263

資本的収支 21,912 187,332 ▲165,420 収入 135,200
支出 372,848

公共下水道
事業

収益的収支 957,235 906,264 50,971 収入 1,001,743
支出 945,725

資本的収支 344,752 802,431 ▲457,679 収入 327,833
支出 808,687

((



　令和３年度の一般会計総額（前年度繰越額を含む９月
末予算額）は、歳入・歳出共に約1165億円で、うち歳入
では約44.7％を収入、歳出では約43.6％を支出しました。

市有財産など
（令和３年９月30日現在）

市民税、固定資産税など

福祉や医療、子育て支援など
環境保全や健康増進など
学校教育や社会教育など

庁舎管理・市税の賦課徴収など
借入金の返済

道路・公園整備など
消防・救急業務など

その他

国から入るお金

地方交付税
府から入るお金
貯金の取り崩し

地方消費税交付金
使用料・手数料
分担金・負担金

その他

借入金

60,0000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
（単位：百万円）

60,0000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
（単位：百万円）

■市有財産は？
土地 1,739,892㎡
建物 683,997㎡
貯金 117億5308万円

■一時借入金は？
０円

■借入金残高は？
891億5020万円

未払額
56.4%

未収入額
55.3%

支出済額
43.6%

収入済額
44.7%

歳出予算総額歳出予算総額
1165億円1165億円

歳入予算総額歳入予算総額
1165億円1165億円

やお市政だより 令和４年１月号5

2323,488,488 ／／ 3535,806（,806（6565.6％）.6％）

2626,617,617 ／／ 6060,767（,767（4343.8％）.8％）
4,6884,688 ／／ 1212,236（,236（3838.3％）.3％）

3,5803,580 ／／ 1010,397（,397（3344.4％）.4％）
4,2984,298 ／／ 1010,172（,172（4242.3％）.3％）

4,6234,623 ／／ 9,245（9,245（5050.0％）.0％）
5,3325,332 ／／ 8,640（8,640（6161.7％）.7％）

943943 ／／ 2,171（2,171（4343.4％）.4％）
751751 ／／ 2,906（2,906（2525.8％）.8％）

1212,230,230 ／／ 3030,354（,354（4040.3％）.3％）
00 ／／ 1313,853（0.0％）,853（0.0％）

9,1729,172 ／／ 9,300（9,300（9898.6％）.6％）

3,2203,220 ／／ 5,762（5,762（5555.9％）.9％）
854854 ／／ 1,461（1,461（5858.5％）.5％）
400400 ／／ 877（877（4545.6％）.6％）

1,9001,900 ／／ 4,498（4,498（4242.2％）.2％）

844844 ／／ 8,669（9.7％）8,669（9.7％）
00 ／／ 5,954（0.0％）5,954（0.0％）

令和２年度の主なお金の使い道

令和３年度予算執行状況

いろいろな取り組み
に使われたんだね

令和２年度決算令和２年度決算を報告しますを報告します

・ 幼児教育・保育の無償化対応事務
・ 公立認定こども園等運営事業
・施設型給付等事業

・ いじめからこどもを守る八尾づくり
　推進事業
・いじめ問題対策事業

・交通まちづくり推進事業
・地域公共交通事業

約73億1659万円

約1447万円

約1318万円

約２億7447万円
　コロナ禍の影響も踏ま
えた文部科学省の掲げる
GIGAスクール構想推進の
加速化に合わせ、市立小・
中・義務教育学校児童生
徒への学習用端末の１人
１台配置を完了しました。

約２億3805万円
　新型コロナウイルス感
染症疑い患者の診察・検
査、濃厚接触者の検査お
よび陽性患者の入院受け
入れを行った医療機関へ
体制確保のための支援金
を支給しました。

約４億9837万円
　新型コロナウイルス感
染症により売上が減少し、
深刻な影響を被っている
市内製造業者の事業継続
を支えることを目的とし
て、１業者あたり30万円
の給付金を支給しました。

 GIGAスクール構想への対応加速化

 感染症対策以外の主な取り組み 新型コロナウイルス感染症医療体制
確保事業

 八尾市製造業サポート給付金事業感染症対策 感染症対策

感染症対策

（令和３年９月30日現在）

Close UpClose Up

歳入

歳出


