
平 成 ２９ 年 度 予 算 の 特 徴 

Ⅰ．予算の性格 

新年度は、第５次総合計画後期基本計画の２年目として、計画の道

筋を深く根付かせ、今後の確かな成果の基盤をつくる大事な年であり、

本市の特徴、強みを活かした施策を展開することにより、「豊橋らし

い」まちづくりの実現に取り組むこととした。 

厳しい財政状況の中、財源確保に努めるとともに、限られた財源を

効果的に集中し、事業の選択と重点化のメリハリの利いた予算の編成

に努めた。 

なお、国の「未来への投資を実現する経済対策」（平成２８年度第

２次補正予算：本市は１２月・３月補正予算計上）とあわせ、特に  

教育費の充実に力を入れ、小・中学校の施設改良事業など大規模で積

極的な取り組みを進めている。 

 ○事業の選択と重点化 

   ▽ 夢を育み新しい未来（あす）をひらく「元気づくり」 

     ・ 活力みなぎる産業創出プロジェクト 

     ・ 未来に羽ばたく人づくりプロジェクト 

     ・ 選ばれるまち豊橋プロジェクト 

   ▽ 暮らしを守り未来（あす）を支える「安心づくり」 

     ・ しあわせファミリープロジェクト 

     ・ いきいき長寿プロジェクト 

     ・ 都市強靭化プロジェクト 

   ▽ 暮らしの基盤として未来（あす）をつなぐ「まちづくり」 

     ・ コンパクト＋ネットワーク推進プロジェクト 

     ・ まちＥＣＯ実践プロジェクト 

     ・ ほの国創生プロジェクト 

Ⅱ．予算規模 

会  計 予   算   額 伸  率

一般会計 １，２２４億４千  万円   
△１．４％  

（2.0％） 

特別会計 ８７１億  ８百万円   
△０．２％  

（4.1％） 

企業会計 ５９５億４千  万円   
△４．９％  

（12.9％） 

合  計 ２，６９０億８千８百万円   
△１．８％  

（5.0％） 

☆表中、（ ）は前年度伸率を示す。
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○一般会計

一般会計の予算規模は、小・中学校大規模改造事業の増などがあるものの、庁舎

西館整備事業やこじか保育園整備事業の減などにより、当初予算対比 1.4％減の

1,224 億 4千万円となっている。 

なお、28年度補正による前倒し分を加算した場合は、1.8％増の 1,263 億 9千 4

百万円で、過去最大となる。 

当 初 予 算 額 

平成 29年度 平成 28年度 差引額 伸率 

百万円 百万円 百万円 ％ 

(126,394)

122,440 124,140 

(2,254)

△1,700 

(1.8)

△1.4 

＊ 29年度予算額の上段(  ) ＝ 29 年度予算額 ＋ 28年度国の補正予算に対応し

た 12月･3月補正予算のうち、29年度予算の前倒しとして実施し繰り越すもの  

（特別会計・企業会計も同じ） 

○特別会計

介護保険及び後期高齢者医療における社会保障費等の増があるものの、競輪事業

におけるジャパンカップ隔年開催の影響による予算規模の減、地域下水道事業にお

ける嵩山地区整備事業の完了などにより、特別会計全体の予算規模は前年度当初

予算対比 0.2％の減となっている。 

なお、28年度補正による前倒し分を加算した場合は、0.1％の減となる。 

会 計 名 平成29年度 平成28年度 差引額 伸率 

 百万円 百万円 百万円 ％ 

競 輪 事 業 12,704 13,448 △744 △5.5 

国 民 健 康 保 険 事 業 40,314 40,059 255 0.6 

総合動植物公園事業 
(2,099)

2,034 2,072 

(27)

△38 

(1.3)

△1.8 

公 共 駐 車 場 事 業 202 203 △1 △0.5 

地 域 下 水 道 事 業 
(1,143)

1,106 1,332 

(△189)

△226 

(△14.2)

△17.0 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業 12 39 △27 △69.2 

介 護 保 険 22,874 22,715 159 0.7 

後 期 高 齢 者 医 療 7,862 7,394 468 6.3 

計 
(87,210)

87,108 87,262 

(△52)

△154 

(△0.1)

△0.2 
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○企業会計

病院事業は、放射線治療施設等の整備完了などにより 8.9％の減となり、企業会

計全体の予算規模では、前年度当初予算対比 4.9％の減となっている。 

なお、28年度補正による前倒し分を加算した場合は、4.3％の減となる。 

会 計 名 平成29年度 平成28年度 差引額 伸率 

 百万円 百万円 百万円 ％ 

水 道 事 業 9,081 9,070 11 0.1 

下 水 道 事 業
(16,577)

16,199 15,933 

(644)

266 

(4.0)

1.7 

病 院 事 業 34,260 37,603 △3,343 △8.9 

計 
(59,918)

59,540 62,606 

(△2,688)

△3,066 

(△4.3)

△4.9 

Ⅲ．重点化事項の主な内容     ◎印は、新規事業 

〈  〉は予算概要説明資料の頁 

太字は豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略

関連事業 

夢を育み新しい未来（あす）をひらく「元気づくり」 

 活力みなぎる産業創出プロジェクト 

◎女性雇用の促進 〈P46〉 

◎女性雇用環境整備補助金 

◎女性雇用支援制度活用普及事業 

◎女性スキルアップ支援補助金 

○地域農業の担い手の確保と育成 〈P47〉 

○女性農業者向け研修の実施 

◎大型特殊免許取得支援事業補助金 

○田原市と連携した広域農業の推進 〈P48〉 

○豊橋田原広域農業推進会議負担金
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○農産物等の海外販路開拓 〈P48〉 

○豊橋産農産物海外販路開拓事業（◎マレーシア・香港）  

○施設園芸の高度化 〈P49〉 

○先端農業技術普及支援事業補助金 

◎産地パワーアップ事業補助金 

○次世代農業人材の育成 〈P50〉 

○次世代「農力」ＵＰアカデミー事業補助金 

○畜産クラスターの推進 〈P50〉 

 ○畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 

○ほ場整備事業の推進  〈P51〉 

 ◎県営ほ場整備事業負担金（三郷地区） 

 ◎ほ場整備事業計画調査事業負担金（東細谷地区） 

○農道整備事業の推進  〈P52〉 

○県営農道整備事業負担金（◎五号地区） 

○農業用排水機場整備事業の推進 〈P53〉 

 ○県営たん水防除事業負担金（◎野依地区） 

◎たん水防除事業計画調査事業（三郷地区） 

○中小企業活性化の推進 〈P54〉 

○創業者支援事業費補助金 

○サイエンス・クリエイト２１計画の推進 〈P54〉 

○イノベーション創出等支援事業補助金（◎ＩｏＴ・ＩＣＴ） 

○メイカーズ・ラボ交流促進事業補助金 

 ○次世代ものづくり研究開発促進事業補助金 

 ◎地域経済雇用実態調査事業 

 ○オープンデータビジネス創出事業 

◎地域産業支援施設整備事業補助金 

 ◎豊橋イノベーションガーデン整備事業補助金 

○企業誘致活動の推進 〈P56〉 

○産業拠点形成事業 

○商業振興対策の推進 〈P56〉 

○がんばる個店応援事業補助金 

○中小企業者に対する支援 〈P57〉 

○預託金（◎小口事業資金（経営革新計画資金）） 

○産業プロモーションの推進 〈P59〉 

○ふるさと寄附制度を活用し豊橋産品をＰＲ 
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 未来に羽ばたく人づくりプロジェクト 

◎地域未来塾ステップ 〈P39,40,75〉

◎トヨッキースクール 〈P39,75〉

○優れた舞台芸術の鑑賞機会や創造事業の推進 〈P25〉 

 ◎穂の国とよはし芸術劇場開館５年記念特別事業の実施 

 ◎豊橋青少年オーケストラキャンプ海外派遣事業補助金 

 ◎三河市民オペラ２０１７年公演「イル・トロヴァトーレ」 

開催事業補助金 

○生涯スポーツの推進 〈P27〉 

 ○みんなでつなごう！のんほいＦＵＮ ＮＩＧＨＴ ＲＵＮ 

 ◎渥美半島駅伝競走大会 など 

○スポーツ施設の管理運営 〈P27〉 

 ○陸上競技場本部スタンドの整備 

 ◎陸上競技場のフィールド等改修 

 ◎クロスカントリーコースの整備 

○国際交流の推進 〈P28〉 

 ○友好提携交流事業（◎南通市友好提携 30周年記念訪問団の相互派遣）

 ◎留学生の活躍推進

○総合スポーツ公園整備事業 〈P64〉 

○子ども造形パラダイスの充実 〈P69〉 

○中学校合唱フェスティバルの開催 〈P69〉 

○教育活動の充実 〈P69〉 

 ◎中学校部活動の充実（外部指導者による技術指導）

○英会話のできる豊橋っ子の育成 〈P70〉 

 ◎英語で学ぶモデル事業の実施 

◎プログラミング教育の推進 〈P70〉 

○特色ある学校づくりの推進 〈P70〉 

◎ユネスコスクール豊橋大会の開催 

◎給付型奨学金制度の創設 〈P71〉 

○学校教育環境の整備 〈P72〉 

 ○高根小学校校舎改築等事業 

  ◎校舎改築工事、○屋内運動場棟改築工事 

 ○小中学校校舎等長寿命化改良事業 

（◎松葉小学校、◎津田小学校、◎羽田中学校） 

 ○小中学校校舎等大規模改造事業 

  （大村小学校、吉田方小学校、◎大崎小学校、◎天伯小学校、 

南部中学校、◎石巻中学校） 
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○小中学校環境整備事業 

○長寿命化改良事業等実施設計（13校） 

◎地区市民館の整備 〈P75〉 

 ◎地区市民館大規模改修実施設計（羽根井地区市民館） 

○地域教育の推進 〈P75〉 

 ◎地域未来塾ステップの開設 

◎トヨッキースクールの開設

○子ども読書活動の推進 〈P75〉 

 ◎読書通帳の導入 

○郷土資料の充実 〈P75〉 

◎羽田八幡宮文庫資料の調査 

○美術博物館の企画展 〈P76〉 

 ◎第７回トリエンナーレ豊橋 星野眞吾賞展 

 ◎－漫画界のレジェンド－松本零士展 

 ◎ニッポンの写実 そっくりの魔力  ほか 

○美術博物館の施設管理 〈P76〉 

◎美術博物館機能の現状調査 

○文化財の活用 〈P77〉 

 ◎とよはしシンポジウム「城の魅力－吉田城と戦国－」 ほか 

◎学校給食共同調理場の再整備 〈P78〉 

◎ＰＦＩ導入可能性調査 

 選ばれるまち豊橋プロジェクト 

○広報広聴活動の推進 〈P23〉 

◎広報とよはしのリニューアル 

◎ＪＫ広報室プロジェクトの推進 

○地方創生の推進 〈P23〉 

 ◎若者の活躍推進 

◎学生魅力デジタルマップの作成、豊橋３大学まちづくり 

カフェの開催、オープンキャンパスでのＰＲ活動 

 ○大学連携創生事業費補助金

○シティプロモーション活動の展開 〈P23〉 

 ○東京オリンピック・パラリンピックの応援 

 ◎「私のとっておき豊橋」の実施 

 ○ええじゃないかとよはし映画祭事業費補助金 
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○首都圏プロモーションの推進 〈P24〉 

○豊橋産花き生産の振興 〈P49〉 

 ○花のまち豊橋プロモーション事業（◎胡蝶蘭アベニューの創出） 

○まちなかのにぎわい創出 〈P58〉 

 ○歩行者天国実行委員会負担金 

◎コミュニティ活動等促進事業補助金

○まつり・イベントへの支援 〈P59〉 

 ○豊橋まつり開催費補助金 

（◎ええじゃないか発祥 150 周年記念事業の実施） 

〇道の駅「（仮称）とよはし」の整備 〈P62〉 

○まちづくり景観形成の推進 〈P65〉 

 ◎景観計画の策定 

○自然史博物館の充実 〈P71〉 

○東三河ジオパーク構想事業負担金 

 ○特別企画展「武器甲虫―クワガタ、カブトの進化を探る―」の開催 

○二川宿本陣資料館の企画展 〈P76〉 

 ◎浮世絵ねこの世界展  ほか 

○総合動植物公園の魅力向上 〈P83〉 

○プロモーション事業の推進 

  ◎新たな魅力の創造（遊園地エリアを中心とした夜間開園の実施） 

○リニューアル事業の推進（西園園路等の整備） 

暮らしを守り未来（あす）を支える「安心づくり」 

 しあわせファミリープロジェクト 

○男女共同参画の推進 〈P29〉 

 ◎男女共同参画行動計画（ハーモニープラン 2018～2022）の策定 

 ◎高校生向けキャリアデザイン支援事業

○切れ目のない子育て支援の推進 〈P36〉 

 ○子ども・子育て応援プランの推進 

○結婚支援事業の実施（◎親向け結婚支援セミナー、◎大学生向け 

ライフ・キャリアプランセミナー）

○子ども医療費助成 〈P36〉 

 ◎中学生の入通院にかかる自己負担額を、現物給付により無料化 
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◎こども若者支援の拠点整備 〈P36〉 

◎こども若者総合相談支援センターの開設  

◎こじかこども園の開園 〈P37〉 

○保育料の見直し 〈P37〉 

 ◎市町村民税所得割非課税世帯について、保育料の完全無料化を実施

 ◎多子世帯の保育料負担軽減について、対象世帯を拡大

○法人保育所・認定こども園整備に対する助成 〈P37〉 

○大規模改修（◎三宝こども園、◎おおさきこども園） 

 ○園舎改築（◎恵日幼稚園、◎希望が丘第二幼稚園） 

○私立幼稚園就園奨励費補助金 〈P37〉 

 ◎市町村民税所得割非課税世帯について、保育料の完全無料化を実施

 ◎多子世帯の保育料負担軽減について、対象世帯を拡大 

○こども未来館「ここにこ」の充実 〈P38〉 

 ○妊娠・出産・子育て総合相談窓口の充実 

○法人保育所等地域子ども・子育て支援事業の推進 〈P38〉 

 ○一時預かり事業の実施（10か所 → 15か所） 

○放課後児童対策事業の充実 〈P39〉 

○民営児童クラブに対する助成の充実（◎大崎、◎多米） 

◎放課後児童支援員等の処遇改善への助成 

◎特色ある放課後児童対策の推進 

○ひとり親家庭等自立支援事業の充実 〈P39〉 

 ○学習支援事業の拡充（◎アイプラザ豊橋、◎青少年センター） 

○豊橋くすのき学園整備費補助金 〈P39〉 

○子ども・若者相談の充実 〈P39〉 

○生活保護者・生活困窮者の自立支援の充実 〈P40〉 

○学習支援事業の拡充 

○母子保健事業の充実 〈P41〉 

○妊娠・出産・子育て総合相談窓口の充実 

 ◎産前・産後サポート事業

◎母子保健推進計画の改訂 

 いきいき長寿プロジェクト 

◎共同生活援助等施設整備事業費補助金（４施設） 〈P33〉 

◎障害者福祉計画等の策定 〈P34〉 

（障害者福祉計画、第５期障害者自立支援事業計画、障害児福祉計画） 
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◎医療的ケア児等への支援 〈P34〉 

◎喀痰吸引等研修事業費補助金 

○精神障害者医療費助成 〈P34〉 

◎精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者を対象として、 

全診療科目での入院にかかる自己負担額を無料化 

◎高齢者福祉計画の策定 〈P35〉 

○介護保険施設等整備事業補助金（◎５施設） 〈P35〉 

○健康づくりの推進 〈P41〉 

○歯科口腔保健推進計画の策定 

◎健康とよはし推進計画の改訂 

○がん予防事業の推進 〈P41〉 

◎胃がん検診内容の変更 

○斎場の再整備 〈P42〉 

◎梅田川霊苑（第２期）の利用開始 〈P42〉 

○介護保険の充実 〈P86〉 

◎介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

○包括的支援事業費 

◎認知症初期集中支援チームの設置 

○医療の充実 〈P93〉 

○市民病院改修事業（◎第２期） 

◎市民病院整備事業（手術センター棟の建設） 

○次期病院総合情報システムの構築 

 都市強靭化プロジェクト 

○地域防災力の強化 〈P29〉 

 ◎防災コミュニティマップ作成の促進 

 ◎多機能型起震車の導入 

○災害対応力の強化 〈P30〉 

◎要配慮者用避難所トイレ補助具の整備 

 ◎災害用ドローンの導入 

○耐震化の促進 〈P31〉 

 ○木造住宅段階的耐震改修費補助金（◎１階のみの耐震改修への 

助成） 

 ◎特定既存耐震不適格建築物耐震診断費補助金 
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○道路の整備 〈P60〉 

 ○幹線市道整備事業（◎一色町・王ヶ崎町 1号線） 

 ○都市計画道路整備事業 

○橋梁長寿命化事業

○交通安全施設整備事業（◎飯村町・飯村北 85号線、 

◎東七根町 200号線ほか） 

◎ペデストリアンデッキ等長寿命化修繕計画の策定  〈P62〉 

○河川等の整備 〈P62〉 

 ○雨水暗渠施設対策事業（◎曙町地内ほか） 

○消防署所施設の充実 〈P67〉 

○前芝出張所施設整備事業 

○消防水利の充実 〈P67〉 

○耐震性防火水槽の設置（１基） 

○消防車両等の充実 〈P67〉 

○消防車両の更新（◎救助工作車） 

○消防団施設等の充実 〈P67〉 

○新川分団器具庫・詰所の整備 

○地域下水道事業 〈P84〉 

○処理場再編事業（天伯地区、植田地区） 

○水道事業 〈P89〉 

○インドネシア浄水技術改善事業 

○第７期配水管整備事業の推進（Ｈ28～32） 

○第２期水道施設整備事業（後期）の推進（Ｈ28～32） 

○下水道事業 〈P91〉 

◎バイオマス利活用センターの供用開始 

○第９次拡張事業の推進（Ｈ28～32） 

○第１次再整備事業の推進（Ｈ28～32） 

暮らしの基盤として未来（あす）をつなぐ「まちづくり」 

 コンパクト＋ネットワーク推進プロジェクト 

○道路の整備（再掲） 〈P60〉 

 ○幹線市道整備事業（◎一色町・王ヶ崎町 1号線） 

 ○都市計画道路整備事業 
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○橋梁長寿命化事業 

○交通安全施設整備事業（◎飯村町・飯村北 85号線、 

◎東七根町 200号線ほか） 

○公営住宅の整備 〈P63〉 

○西口住宅建替事業 

〇空家対策の推進 〈P63〉 

○空家利活用改修費補助金

○公園等の美化活動推進 〈P64〉 

 ○まちなか花いっぱい運動 

○都市計画の推進 〈P64〉 

○立地適正化計画の策定 

 ○南栄駅周辺まちづくり検討調査 

○中心市街地再開発の推進 〈P65〉 

○市街地再開発事業補助金（駅前大通二丁目地区） 

○まちなか図書館（仮称）の整備 〈P65〉 

○中心市街地の環境整備 〈P65〉 

○豊橋駅西口駅前地区活性化推進事業 

 ○ストリートデザイン事業

○都市交通計画の推進 〈P65〉 

 ○幹線バス終バス延長実施事業 

 ◎前畑停留場のバリアフリー化 

○公共交通対策の推進 〈P66〉 

○路面電車の軌道敷改修 

 ○「地域生活」バス・タクシー運行事業 

○土地区画整理事業の推進 〈P66〉 

 ○牟呂坂津土地区画整理事業 

 ○牛川西部土地区画整理推進事業 

 ○柳生川南部土地区画整理推進事業 

 まちＥＣＯ実践プロジェクト 

○省エネルギーの推進 〈P42〉 

 ◎とよはし版クールチョイスの普及啓発 

○新エネルギー等の利活用の推進 〈P43〉 

○家庭用エネルギー設備等導入費補助金（◎太陽光発電システムの 

既築住宅加算、◎複合設備加算） 
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○自然環境保全の推進 〈P43〉 

 ○外来種駆除の実施 

○ごみ減量対策の推進 〈P44〉 

 ○生ごみ分別収集ＰＲ 

○効率的なごみ収集体制の確立 〈P44〉 

 ◎新たなごみ分別収集等の開始 

○資源化センター施設整備事業 〈P44〉 

◎バイオマス利活用センターの供用開始（再掲） 〈P91〉 

 ほの国創生プロジェクト 

○首都圏プロモーションの推進（再掲） 〈P24〉 

○広域行政の推進 〈P24〉 

◎三遠南信地域情報活用・発信事業負担金 

○東三河広域連合負担金 〈P24〉 

○三河港振興会負担金 〈P63〉 

○東三河ジオパーク構想事業負担金（再掲） 〈P71〉 

 その他 

○市制施行 111周年への継承 〈P21〉 

◎働き方改革の推進 〈P23〉 

○障害者雇用の推進 〈P23〉 

 ○庁内障害者ワークステーション「わくわく」の充実 

○情報化の推進 〈P25〉 

 ○社会保障・税番号制度への対応 

◎業務効率化の推進（ＡＩ導入可能性調査） 

○高根校区市民館の整備 〈P28〉 

○交通安全対策の推進 〈P32〉 

 ◎第 10次交通安全計画の改訂 

○競輪場施設整備 〈P79〉 

 ○競輪場施設等整備計画に基づく施設整備 
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平成２９年度予算における財政状況（一般会計）

○ (28)６３８．０億円 → (29)６４０．０億円        ＜＋２．０億円＞ 

・個人市民税 (28)２２４．８億円 → (29)２２５．９億円 ＜＋１．１億円＞ 

景気状況等を反映した給与所得の増 

・法人市民税 (28) ４６．０億円 → (29) ４０．４億円 ＜△５．６億円＞ 

海外景気の動向や円高などによる企業業績の状況による減 

・固定資産税 (28)２６８．０億円 → (29)２７４．０億円 ＜＋６．０億円＞ 

新増築分による家屋の増 

・軽自動車税 (28)  ８．０億円 → (29)  ８．６億円 ＜＋０．６億円＞ 

税制改正による税率引上げに伴う増 

○地方交付税    (28)１８．１億円 → (29)１０．９億円  ＜△７．２億円＞ 

・うち普通交付税 (28)１４．０億円 → (29) ７．０億円  ＜△７．０億円＞ 

○臨時財政対策債  (28)２１．３億円 → (29)１３．３億円  ＜△８．０億円＞ 

・普通交付税＋臨時財政対策債 

(28)３５．３億円 → (29)２０．３億円 ＜△１５．０億円＞ 

○地方消費税交付金 (28)７１．０億円 → (29)６８．３億円  ＜△２．７億円＞ 

２８年度決算見込みの減に伴う算定 

○一般財源比率  (28) ６６．２％ → (29) ６６．２％  ＜   －   ＞ 

○自主財源比率  (28) ６２．０％ → (29) ６３．１％  ＜＋１．１ﾎﾟｲﾝﾄ＞

参考資料 

市 税 

地 方 交 付 税 等 

一般財源比率等 
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当初予算規模の推移 （単位 ： 億円、％）

○ (28) ６．６％  →  (29) ５．５％  ＜△１．１ﾎﾟｲﾝﾄ＞ 

○ (28)末 ５４．６億円 → (29)末 ４０．５億円 ＜△１４．１億円＞ 

・２９年度中増減 

積立 ： 利子＋２８年度決算剰余金×１／２（２０．０億円を見込む） 

取崩 ： ３４．１億円（ (28)３２．４億円 ＜＋１．７億円＞ ） 

○一般会計   (28)末 １，０１９億円 → (29)末 ９９８億円 ＜△２１億円＞ 

・うち建設地方債 (28)末 ５７４億円 → (29)末 ５７５億円 ＜ ＋１億円＞ 

・うち特別地方債 (28)末 ４４５億円 → (29)末 ４２３億円 ＜△２２億円＞ 

※特別地方債 ＝ 減税補 債、臨時税収補 債、臨時財政対策債 

○全会計  (28)末 １，６９０億円 → (29)末 １，６４７億円 ＜△４３億円＞ 

市 債 依 存 度 

財政調整基金残高見込 

地方債現在高見込 

 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

歳入・歳出総額 Ａ 1,069 1,127 1,179 1,158 1,202 1,259 1,217 1,241 1,224

市  税    Ｂ 624 594 603 604 613 629 630 638 640

市税割合  Ｂ／Ａ 58.4 52.7 51.2 52.2 51.0 50.0 51.8 51.4 52.3

一般財源    Ｃ 800 783 800 803 808 821 819 822 810

一般財源比率Ｃ／Ａ 74.8 69.5 67.8 69.3 67.2 65.3 67.3 66.2 66.2

市  債   Ｄ 67 94 83 94 103 90 85 82 68

市債のうち臨時財政対策債 39 60 47 51 48 49 36 21 13

市債依存度 Ｄ／Ａ 6.3 8.4 7.0 8.1 8.6 7.2 7.0 6.6 5.5
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