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　札幌市は、かつて誰も経験したことのない人口減少・超高齢社会の到来を
目前に控えており、社会保障に関する経費の増大に加えて、地下鉄や道路
などの都市基盤や、学校などの公共施設の更新に対応していかなければな
りません。札幌は街を創り変えていく時期を迎えており、今こそ、市民、企
業、行政が力を合わせ、様々な課題に取り組んでいく必要があります。

　そのため、都市基盤の再整備や経済の活性化など、将来の札幌の魅力や
活力を生み出す取組に資源を重点配分することで、都市の魅力を更に高
め、さらに、人、モノ、情報を引きつけることで税源を確保し、財政基盤の強
化を図っていきます。

　一方で、限られた財源の中で、選択と集中により、最小の経費で最大の効
果をあげられるよう、バランスを重視し、メリハリの効いた財政運営を行って
いきます。

　札幌市は、今後も市民の皆さんとお互いに力を出し合い「市民とともに不
断の改革を進める街」を目指してまいります。
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札幌市のホームページでは、財政状況等に関する資料を公表しています。

● 予算の概要 10月　翌年度の予算編成方針
11月　翌年度の予算要求の概要
  2月　翌年度の予算案
  9月　前年度の決算の概要● 決算の概要

■「札幌市の財政」
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/index.html
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※平成27年度の公表予定月です。
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■「札幌市の宝くじ」http://www.city.sapporo.jp/zaisei/takara/index.html 札幌市の宝くじ 検 索検 索

■「札幌市債・IR」 http://www.city.sapporo.jp/zaisei/shisai/index.html

市債の発行月、発行条件などをお知らせしています。

札幌市債・IR 検 索検 索

■「さっぽろの税金」http://www.city.sapporo.jp/citytax/index.html 札幌市　税金 検 索検 索
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札幌市の財政をわかりやすく解説します

※資料中の金額は、原則として各計数ごとに四捨五入をして計算しています。

　したがって、文中及び各表中の数値とその内訳の合計値とは一致しない場合があります。
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