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札幌市の予算を家計に例えると…
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※市民1人当たりの金額は、平成27年7月1日現在の推計人口（1,947,748人）を基に算出しています。

ごみ処理費 234億円

○ごみの収集、運搬
○清掃工場の管理・運営

おく　えん

市民1人あたり・・・1万円
し  みん　　り まんえん

じょ　 せつ　　ひ

除雪費 195億円

○除排雪作業など

おく　えん

市民1人あたり・・・6千円
し  みん　　り せんえん

こう  　れい 　ふく　　し　 　ひ

高齢福祉費 110億円

○敬老優待乗車証
  （高齢者への交通費助成）
○老人福祉施設の運営・整備

おく　えん

市民1人あたり・・・8千円
し  みん　　り せんえん
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学校整備費 160億円

○校舎の増改築など

おく　えん

市民1人あたり・・・2万2千円
し  みん　　り まん　 せんえん

こ こ　   そだ し　   えん　　ひ

子ども・子育て支援費 424億円

○保育所、幼稚園、認定こども園、
　地域型保育などの運営、整備
○一時預かり保育
○子育てサロン

おく　えん

市民1人あたり・・・5千円
し  みん　　り せんえん

こう　  えん　 かん　 けい　　ひ

公園関係費 101億円

○公園の造成、
　再整備、維持・管理

おく　えん

市民1人あたり・・・1千円
し  みん　　り せんえん

かん 　こう　 かん　 けい　  ひ

観光関係費 17億円

○雪まつり関連事業
○MICE関連事業
  （国際会議の招致など）

おく　えん

かん   り　　うん えい
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ししゅつ うちわけ

支出の内訳 札幌市の収入と支出
②さっ ぽろ  し しゅうにゅう ししゅつ

さっ　　  ぽろ　　  しぐ　　たい　てき つか

し みん　 　り  あた きんがく へいせい　　 ねん 　 がつ    にちげんざい     すいけいじんこう  にん もと さんしゅつ
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※1  地方交付税とは、税収の多い自治体と少ない自治体の間の財源を

調整するなどの目的で、いったん国が集めた税を自治体に再配分してい

るもので、地方固有の財源です。ここでは、本来的に自治体の収入と言

えることから、「給料（諸手当）」に区分しています。

※2　本来、国が現金で交付すべき地方交付税の一部について、市が

代わりに一時的に借金をしているものです。（詳しくは06ページ）

※3　基金の現金分のうち、将来の市債返済のための積立金や一時

的な積み立てなどを除いたものです。

※4　26年度の金額は、縮尺を27年度予算額に合わせています。

※5 社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身に

障がいのある方などに対して行っている様々な支援に要する経費。

（生活保護費、児童手当など）

※6　一般会計・特別会計・企業会計を合わせた借金の残高は、年収

480万円に対し、914万円（平成26年度は909万6千円）。

（平成27年度末残高見込）

※7　26年度の金額は、縮尺を27年度予算額に合わせています。

　　　　　  ほんらい　  くに　  げんきん　　 こう  ふ　　　　　 　ち  ほう こう  ふ ぜい　  いち ぶ　　　　　　　　    し　　 

 か　　 　　　 いち じ  てき　  しゃっきん　　　　　　　　　　　　 　　　　　くわ

 　　　　　き  きん　　げんきんぶん　　　　　　しょうらい　　 し　さいへん さい　　　　　　　 つみたてきん　　いち  じ　

てき　　  つ        た　　　　　　　　のぞ

　　　　　  ち  ほう こう  ふ ぜい             ぜいしゅう　　おお 　　じ   ち たい　  すく　　　 　じ　ち  たい　 あいだ　　ざい げん　

ちょうせい　　　　　　　　　もく てき　　　　　　　　　　 くに　　あつ　　　　ぜい　　 じ  ち たい　　さいはいぶん　　　　　

   　　　　　　　 ち  ほう こ ゆう 　ざいげん　　　　　　　　　　　  ほんらいてき　　 じ  ち たい    しゅうにゅう　 い

　　　　　　　　　　　 きゅうりょう  しょ  て  あて　　　   く  ぶん　　

へいせい ねん ど  まつざんだか み こみ

ねん ど ねん ど　よ さん がく あきんがく しゅくしゃく

ねん ど ねん ど　よ さん がく あきんがく しゅくしゃく

　　　　  いっ ぱんかいけい   とくべつかいけい　 き  ぎょうかいけい　　  あ　　          しゃっきん　  ざんだか　　   ねんしゅう

　　　  まん えん　  たい　　　　　　  まん えん　 へいせい　　  ねん  ど  　　　　　 まん 　 せんえん

　　　　  しゃかい  ほ しょうせい  ど       いっかん                  せいかつこんきゅうしゃ    こう れい しゃ　　じ  どう　  しん しん      

しょう    　　　　　　　  かた　　　　 　  たい　　　おこな　　　　 　　 　さまざま　　  し  えん　　よう            けい ひ　　

   せいかつ  ほ  ご   ひ　　 じ  どう  て  あて

（46.8%）
18万7千円

（5.7%）
2万3千円

（26.2%）
10万5千円

（11.0%）
4万4千円

（9.3%）

（100%）

3万7千円

12万5千円

6万2千円

2万1千円

2万3千円

合計 40万円
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（1.0%）
4千円

給料

うち基本給（市税）

うち諸手当（地方交付税など）

うちカードローン
（臨時財政対策債）

うち住宅ローン
（公共事業のためなどの市債）

パート収入
（使用料・手数料など）

借金（市債）

その他
（中小企業などへの貸付金にかかる返済金）

親からの仕送り
（国庫支出金など）

※1

※2
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貯金の取り崩し
（繰入金）
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40万円

（0.9%）
3千円貯金（  　　　　　 　　　 ）

ちょ　 きん
つみ たて きん

（9.7%）
3万9千円

（2.9%）
1万1千円車や家具の修理代

（　 　　　　　　　　　 ）維持補修費

くるま か　　ぐ しゅう　 り　  だい

い　 じ　 ほ  しゅう ひ

（7.9%）
3万2千円子どもたちへの仕送り

（他の会計への繰出金）

こ し　 おく

た かいけい くり だし きん

（11.2%）
4万5千円家の増改築費

（　 　　　　　　　　　 ）公共事業など

いえ ぞう　かい　ちく     ひ

こう きょう  じ ぎょう どう  ろ

しょうらい のこ かね

がっ こう けんせつ

（16.7%）
6万7千円光熱費などの雑費

（　 　　　　　　　　　 ）物件費・補助金など

こう   ねつ　  ひ ざっ　  ぴ

ぶっけん ひ　 ほ じょ きん こうきょう し せつ　　かん  り  けい  ひ

（10.9%）
4万4千円食費（　  　　　　）人件費しょく　 ひ

じん けん　ひ

しょく いん きゅうりょう

（9.3%）
3万7千円

（100%）

その他（中小企業へ貸すお金など）
ほか ちゅうしょう き ぎょう か かね

（30.5%）
12万2千円家族の医療費

（　 　　　　　　　　　 ）扶助費
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借金の返済（   　 　　 ）公債費しゃっ  きん へん   さい
こう さい  ひ

し  さい       へん さい

札幌市の1年間の
収入と支出を家計簿に当てはめてみよう！

平成27年度一般会計予算9,010億円を年収480万円
（1か月あたり40万円）の家計に例えてみたよ。

職員の給料

生活困窮者や障がい者に対する支援など

市債の返済など

公共施設の管理経費など

道路や学校の建設など

貯金
残高

ちょ 　きん　 

ざん   だか

年収480万円に対し

 37万6千円 ※3
（26年度は31万4千円）
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借金
残高

しゃっ  きん　 

ざん   だか

年収480万円に対し

　  542万円 ※6
（26年度は523万9千円）
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積立金など
将来のために残しておくお金など

どう  ろ  じょせつ　  たてもの    しゅう り

道路除雪や建物の修理など　

※4 ※7それでは、

札幌市の予算をより身近に

感じてもらうために家計に

例えて説明しましょう。
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