
市税負担額
還元額

土地
国民健康保険
後期高齢者医療保険
介護保険
魚市場
唐桑半島ビジターセンター事業
公共下水道
集落排水
簡易水道
合　　計

86万円
89億5,096万円

9億1,075万円
66億2,853万円

4億9,336万円
540万円

59億8,343万円
6,873万円
8,973万円

231億3,177万円

0万円
85億4,719万円

    9億   927万円
65億7,175万円

4億9,326万円
533万円

53億1,805万円
6,807万円
8,864万円

220億   156万円

86万円
4億   377万円

    148万円
5,678万円

11万円
7万円

6億6,538万円
66万円

109万円
11億3,021万円

会計　　　　　　　　　　　　　収入　　　　　　支出　　　　　　　収支

特別会計  決算

企業会計  決算

市債（借入）現在高（平成29年度末）

水道事業

ガス事業

病院事業

17億4,420万円

2億9,582万円

87億7,440万円

17億6,187万円

2億8,640万円

98億8,172万円

△1,766万円

942万円

△11億  732万円

14億3,917万円

1億9,787万円

80億1,822万円

21億4,890万円

2億6,617万円

80億2,363万円

△ 7億   974万円

△6,830万円

△542万円

収益的収支　　　　　　　　　　　　　資本的収支
収入 　　　　支出   　　　　収支　　  　　収入　　　　支出　　　   　収支

会計

一般会計債
特別会計債
企業会計債
合　　　計

401億   691万円
95億5,595万円

140億   416万円
636億6,701万円

390億8,584万円
102億2,127万円
133億1,087万円
626億1,798万円

10億2,106万円
△6億6,532万円
    6億9,328万円
10億4,903万円

区分 増減額平成29年度末
    現  在  高

前年度末
現  在  高市債は、長期間にわたる公共施

設の整備などのために借り入
れる「市の借金」です。一般会計
と特別会計、企業会計を合わせ
た市債総額は、平成30年3月31
日現在で、636億6,701万円と
なっています。

※金額は、平成30年３月31日現在の人口64,352人と世帯数26,327世帯で算出しています。

市民１人当たりに換算すると・・・市民１人当たりに換算すると・・・

税の負担と使われた額

借金の額 98 万 9,356 円 借金の額 241 万 8,316 円

税の負担： 10 万 3,084 円
使われたお金： 162 万   　89 円

税の負担と使われた額
税の負担： 25 万 1,972 円
使われたお金： 396 万   　39 円

１世帯当たりでは・・・１世帯当たりでは・・・

平成29年度

決算の状況
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▶土木費：道路・住宅などの整備▶総務費：市政全
般の事務経費・復興事業に充てる財源の積立▶農
林水産業費：農林水産業の振興▶民生費：各種福祉
事業▶災害復旧費：天災により被害を受けた施設
復旧▶衛生費：健康管理やごみ処理▶教育費：学校
教育・社会教育▶公債費：借入金返済・利子支払い
▶商工費：観光・商工業の振興▶消防費：消防施設
整備や消防団運営

平成29年度

決算の状況

繰入金
370億1,392万円
　　　（30.3％）

繰入金
370億1,392万円
　　　（30.3％）

土木費
331億2,562万円
　　　（31.8％）

土木費
331億2,562万円
　　　（31.8％）

総務費
225億7,905万円
　　　（21.7％）

総務費
225億7,905万円
　　　（21.7％）

農林水産業費
138億8,130万円
　　　（13.3％）

農林水産業費
138億8,130万円
　　　（13.3％）

民生費
93億4,985万円
　　 （8.9％）

民生費
93億4,985万円
　　 （8.9％）

災害復旧費
81億2,945万円
　　 （7.8％）

災害復旧費
81億2,945万円
　　 （7.8％）

衛生費
49億7,118万円
　　　 （4.8％）

衛生費
49億7,118万円
　　　 （4.8％）

教育費
39億6,425万円
　　　 （3.8％）

教育費
39億6,425万円
　　　 （3.8％）

公債費
31億4,299万円
　　　 （3.0％）

公債費
31億4,299万円
　　　 （3.0％）

商工費
29億3,593万円
　　　 （2.8％）

商工費
29億3,593万円
　　　 （2.8％） 消防費ほか

21億7,633万円
　　　 （2.1％）

消防費ほか
21億7,633万円
　　　 （2.1％）

繰越金
209億8,377万円
　　　（17.2％）

繰越金
209億8,377万円
　　　（17.2％）

地方交付税
216億7,402万円
              (17.8%)

地方交付税
216億7,402万円
              (17.8%)

国庫支出金
242億1,100万円
　　　 （19.8％）

国庫支出金
242億1,100万円
　　　 （19.8％）

市税
66億3,368万円（5.4％）
市税
66億3,368万円（5.4％）諸収入

19億2,128万円（1.6％）
諸収入
19億2,128万円（1.6％）

その他自主財源
17億4,789万円（1.5％）
その他自主財源
17億4,789万円（1.5％）

県支出金
24億1,147万円
　　　 （2.0％）

県支出金
24億1,147万円
　　　 （2.0％）

その他依存財源
15億6,801万円
　　　 （1.2％）

その他依存財源
15億6,801万円
　　　 （1.2％）

市債
38億9,584万円
　　　  (3.2%)

市債
38億9,584万円
　　　  (3.2%)

歳入合計　A

歳出合計　B

歳入歳出差引額  C（＝A－B）

翌年度繰越額　D

実質収支額　　E（＝CーD）

1,220億6,088万円

1,042億5,595万円　　　

   178億   493万円

   124億1,682万円

　 53億8,810万円

年間の収入総額　

年間の支出総額

形式的な収支

平成30年度に繰り越した事業に充てる額

実質的な収支

項目　　　　　　　　　　金額　　　　　　　　　　　　　説明

一般会計決算のうち、歳入総額は1,220億6,088万円でした。内訳は、繰入金が
全体の30.3％、国庫支出金19.8％、地方交付税が17.8％などで、復旧・復興に

充てるための国からの補助金や基金からの繰り入れが多くなっています。また、歳出総額は、1,042
億5,595万円で、土木費、総務費、農林水産業費の割合が高くなっています。これは、住宅や水産業
などの復興に係る事業費や、復興事業に充てる財源の積立が多額であることなどによるものです。

一般会計  決算

歳入　 1,220 億 6,088 万円歳出　 1,042 億 5,595 万円

※(　)内は構成比

市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
入湯税
都市計画税
合　　　計

  31億6,406万円
  25億1,607万円
    1億8,879万円
    5億6,306万円
           1,112万円
    1億9,058万円
  66億3,368万円

市税内訳歳出予算の主な使い道

自主財源
（56.0％）
自主財源

（56.0％）
依存財源

（44.0％）
依存財源

（44.0％）

※各表とも四捨五入の関係で合計などが合わないことがあります。

■問い合わせ先／市財政課　☎22-6600 内線233・234
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市税負担額
還元額

土地
国民健康保険
後期高齢者医療保険
介護保険
魚市場
唐桑半島ビジターセンター事業
公共下水道
集落排水
簡易水道
合　　計

86万円
89億5,096万円

9億1,075万円
66億2,853万円

4億9,336万円
540万円

59億8,343万円
6,873万円
8,973万円

231億3,177万円

0万円
85億4,719万円

    9億   927万円
65億7,175万円

4億9,326万円
533万円

53億1,805万円
6,807万円
8,864万円

220億   156万円

86万円
4億   377万円

    148万円
5,678万円

11万円
7万円

6億6,538万円
66万円

109万円
11億3,021万円

会計　　　　　　　　　　　　　収入　　　　　　支出　　　　　　　収支

特別会計  決算

企業会計  決算

市債（借入）現在高（平成29年度末）

水道事業

ガス事業

病院事業

17億4,420万円

2億9,582万円

87億7,440万円

17億6,187万円

2億8,640万円

98億8,172万円

△1,766万円

942万円

△11億  732万円

14億3,917万円

1億9,787万円

80億1,822万円

21億4,890万円

2億6,617万円

80億2,363万円

△ 7億   974万円

△6,830万円

△542万円

収益的収支　　　　　　　　　　　　　資本的収支
収入 　　　　支出   　　　　収支　　  　　収入　　　　支出　　　   　収支

会計

一般会計債
特別会計債
企業会計債
合　　　計

401億   691万円
95億5,595万円

140億   416万円
636億6,701万円

390億8,584万円
102億2,127万円
133億1,087万円
626億1,798万円

10億2,106万円
△6億6,532万円
    6億9,328万円
10億4,903万円

区分 増減額平成29年度末
    現  在  高

前年度末
現  在  高市債は、長期間にわたる公共施

設の整備などのために借り入
れる「市の借金」です。一般会計
と特別会計、企業会計を合わせ
た市債総額は、平成30年3月31
日現在で、636億6,701万円と
なっています。

※金額は、平成30年３月31日現在の人口64,352人と世帯数26,327世帯で算出しています。

市民１人当たりに換算すると・・・市民１人当たりに換算すると・・・

税の負担と使われた額

借金の額 98 万 9,356 円 借金の額 241 万 8,316 円

税の負担： 10 万 3,084 円
使われたお金： 162 万   　89 円

税の負担と使われた額
税の負担： 25 万 1,972 円
使われたお金： 396 万   　39 円

１世帯当たりでは・・・１世帯当たりでは・・・

平成29年度

決算の状況
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特設人権相談所を開設します

気仙沼駅前

●入居資格／次のいずれにも該当する方。
　①市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている

方、②持ち家のない方、③市税の滞納のない方、④暴力団員でな
い方、⑤所得が基準額以下の方（面瀬住宅のみ、世帯の年間総所
得が 82 万 6,200 円以上であることが条件）、⑥同居する親族がい
る方（面瀬住宅は除く。なお、満 60 歳以上で自立して生活できる
場合などは単身可）

　  ※世帯員数により、申し込みできないタイプがあります。詳しくは
　  お問い合わせください。

市営住宅（災害公営住宅含む）
入居者募集 1212 ３３月 日 1212日月 水

申込用紙配付・申込受付期間申込用紙配付・申込受付期間

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入し、郵送でお申し込
みください（12月 12日（水）消印有効）。

　　申込用紙・案内書は次の場所で配付します。
　＜市建築・公営住宅課／唐桑・本吉総合支所 建設課／宮城

県住宅供給公社 気仙沼出張所（市役所 第２庁舎２階）ほか＞

住宅名 広さ・間取りなど
集合

鹿折南

80 ㎡   ３LDK　       1・4 階
65 ㎡   ２DK　           １階
55 ㎡   １LDK　         ４階
55 ㎡   ２DK　           ３階
55 ㎡   ２DK　           ４階   

65 ㎡   ３DK 　          ７階　
55 ㎡   １LDK　         ４階
80 ㎡   ３LDK　         ６階
55 ㎡   １LDK　         ９階
55 ㎡   ２DK　           ２階

魚町入沢

牧沢
唐桑大沢

田中

舘山

南郷

内の脇

四反田
幸町

面瀬中央

牧沢

住宅名
戸建

65 ㎡　３DK　  
65 ㎡　３DK   

55 ㎡  ２DK      

住宅名 広さ・間取りなど
長屋

80 ㎡  ３LDK　
80 ㎡  ４DK
65 ㎡  ２LDK　
55 ㎡  ２DK（２部屋有）

65 ㎡   ３DK　           １階
55 ㎡   ２DK　           ３階
65 ㎡   ２LDK　         ７階
55 ㎡   ２DK　           ２階
80 ㎡   ４DK 　          ３階
55 ㎡   ２DK 　        1・2 階

65 ㎡   ２LDK　         １階
55 ㎡   ２DK　           ２階
55 ㎡   １LDK             １階　

表松川 55 ㎡   ２DK 　          １階　

広さ・間取りなど

：車いす専用 ( 単身向け )　　  ：ペット可　　  ：高齢者見守りタイプ（キッチンを共用廊下側に配置）

馬籠（単身不可） １戸（平屋・３K） 駐車場なし
住宅名 募集戸数

【既存市営住宅】

面瀬（単身可） １戸（５階・２K） 駐車場なし

【災害公営住宅】

その他

車 ぺ 高

車

ぺ

ぺ 

ぺ

●申し込み・問い合わせ先／
　宮城県住宅供給公社  東部管理事務所
　☎ 0225-21-5657 　
　〒986-0815 石巻市中里７-１-３

【唐桑地域】
・馬場 康彦さん(唐桑町馬場)

・吉田 惠吉さん（唐桑町堂角）

・畠山 あつ子さん(唐桑町小長根)

【本吉地域】
・大槻 正利さん（本吉町津谷）

・佐藤 清一郎さん（本吉町野々下）

・大江 祐子さん（本吉町午王野沢）

・及川 たい子さん（本吉町外尾）

【気仙沼地域】
・柏木 民子さん（河原田）

・堀籠 昭代さん（長磯原ノ沢）

・村上 晏孝さん（長崎）

・菅原 友子さん(西中才)

・千葉 章一さん（角地）

・佐藤 よし子さん（松川）

・山崎 昭さん（九条）

 ち  ば    しょういち

むらかみ やすたか

ほりごめ  あき よ

さ  とう

やまざきあきら

ば　ば   やすひこ

よし だ   けいきち

おおつき   まさとし

おお え    ゆう  こ

おいかわ　　　    こ

さ とう   せいいちろう

はたけやま

すがわら とも  こ

かしわぎ   たみ  こ

○12月４日 (火)
　午前10時から午後３時まで
　市ワン・テン庁舎２階  和室
○12月10日 (月)
　午前９時30分～11時30分
　本吉保健福祉センター「いこい」
○12月13日 (木)
　午前10時～正午
　唐桑体育館　事務室

●問い合わせ先／
・気仙沼人権擁護委員協議会
　　　　　　　　☎ 22-6692
・市民相談室　　☎ 22-3411

　人権は、私たちの大切な権利です。市では、次の人権擁護委
員の方々が人権についての相談に応じています。秘密は固く守
られますので、お気軽にご相談ください。

12月４日（火）から10日（月）までは12月４日（火）から10日（月）までは「人権週間」「人権週間」

ぺ

高

高

高

ぺ

ぺ

高
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健全化判断化比率・資金不足率の状況
－すべての指標で健全な財政を維持－

　健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担率の４つの
指標で、国が示した「早期健全化基準」「財政再生基準」により、財政状況を判断することができます。
また、公営企業の事業規模に対する資金不足額の割合を表す資金不足比率には、状況判断の指標
として「経営健全化基準」が設けられています。
　本市では、前年度に続き、健全化判断比率の全ての指標および資金不足比率は国の定める基準
を下回っており、健全な財政を維持しています。

実質赤字比率
（一般会計の赤字割合）

連結実質赤字比率
（全会計を通じた赤字割合）

実質公債費比率
（市の借金返済額の割合）

将来負担比率
（将来負担すべき負債の割合）

数値無し
  （黒字）

数値無し
  （黒字）

 11.4％

    7.9％

数値無し
  （黒字）

数値無し
  （黒字）

  12.1％

数値無し

　 12.58  %

17.58  %

　 25.0  %

　 350.0  %

　 20.00  %

30.00  %

　 35.0  %

　 

健全化判断比率　　　  平成29年度　　   平成28年度　 　早期健全化基準　　財政再生基準　　　　　　

　数値無し
  

　数値無し
   

　 20.00  %

　

資金不足比率    　　　  　　　  平成29年度　　   平成28年度　 　  経営健全化基準　　　　　　
＜地方公営企業法適用＞
水道・ガス・病院事業会計
＜地方公営企業法非適用＞
魚市場・唐桑半島ビジターセンター事業・公共下水道・
集落排水・簡易水道特別会計

決算の内容は、市ホームページでもご覧いただけます。
なお、平成 30 年度上半期の財政状況は 12 月 15 日号に掲載します。

入札参加業者の登録を受け付けます
　市が行う入札などに参加する際に必要となる入札参加業者登録を受け付けます。なお、建設工事、
測量・建設コンサルタントについては、新規の本登録申請となります。物品調達、役務提供につ
いては新規の中間登録および種目変更となります。

■登録種目／
・建設工事（本登録）
・測量・建設コンサルタント等（本登録）
・物品調達（中間登録・種目変更）
・役務提供（中間登録・種目変更）
■受付期間／
　来年１月15日（火）から1月28日（月）まで
※持参の場合は、午前９時から午後４時まで（閉庁日を除く）

■申請方法／申請要領をご覧のうえ、申請書類を
市財政課に郵送または持参してください。

※申請要領・書類は、市ホームページからダウンロードしてください。　
（トップページ▶企業・入札情報▶入札・契約情報▶市の入札・契約状況）

■申請・問い合わせ先／
　〒988-8501 ( 住所記載不要)
　気仙沼市 総務部財政課 管理契約係 宛　
　☎ 22-3407

平成29年度

決算の状況
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