
おサイフ
さっぽろの

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/

札幌市の財政 検 索検 索 ■「札幌市の宝くじ」
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/takara/

札幌市の宝くじ 検 索検 索

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

市債の発行月、発行条件等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/

札幌市　税金 検 索検 索
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札幌市のお金のことを
きちんと理解して、自分たちで
考えることが大切なんだね。
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※平成25年度の公表予定月です。

とり  くみ すすちゃく じつ

み   なお

　さっぽろのおサイフは、今後、人口減少や少子高齢化が本格的に進む中で、社会保
障に関する経費が増大し、古くなった公共施設を更新し、学校施設や市有施設の耐震
化などに対応しなければなりませんので、引き続き厳しい状況が見込まれます。そのた
め、平成23年12月には、行財政改革推進プランを策定し、収入・支出両面からの見直
しの取組を着実に進めています。

　札幌市の収入を増やすためには、新しい産業を育成し、文化芸術を発展させ、札幌
の魅力に満ちた地域ブランドを活かした観光を推進するなどして、経済を活性化させ
ていく必要があります。そのためには、市民みんなで活力みなぎる元気なまちづくりを
進め、より魅力あふれるまちにしていくことがとても大切です。

　一方で、支出の面では、こうした厳しい状況であることを理解いただいた上で、まち
づくりにおいて何を大事にし、どういう順番で取り組んでいくか、といったお金の使い
方について、市民の皆さん自身が選択することも重要になってきます。

　札幌市は、今後も市民の皆さんとお互いに力を出し合い「共に考え、共に悩み、共に
行動する」ことを基本に、まちづくりを進めていこうと考えています。

札幌市長  上田 文雄

さっぽろのおサイフについて
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札幌市の財政を
わかりやすく
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