
本年度末本年度末本年度末本年度末 人人人人

前年度末前年度末前年度末前年度末 人人人人

(a)(a)(a)(a)

(b)(b)(b)(b)

(a)-(b)(a)-(b)(a)-(b)(a)-(b) (c)(c)(c)(c)

(d)(d)(d)(d)

61,576,96761,576,96761,576,96761,576,967

980,816,571980,816,571980,816,571980,816,571

(j)(j)(j)(j)

非適用非適用非適用非適用 109,186109,186109,186109,186 0000 1111

被被被被 保保保保 険険険険 者者者者 一一一一 人人人人 当当当当 りりりり 保保保保 険険険険 料料料料 調調調調 定定定定 額額額額 108,992108,992108,992108,992 円円円円

宅宅宅宅地地地地造造造造成成成成事事事事業業業業 非適用非適用非適用非適用 ---- 287,414287,414287,414287,414 16161616

下下下下 水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 一部適用一部適用一部適用一部適用 4,470,8024,470,8024,470,8024,470,802 20,807,93820,807,93820,807,93820,807,938 494494494494

被被被被 保保保保 険険険険 者者者者 一一一一 人人人人 当当当当 りりりり 費費費費 用用用用 326,237326,237326,237326,237 円円円円

駐駐駐駐 車車車車 場場場場 事事事事 業業業業

一一一一 世世世世 帯帯帯帯 当当当当 りりりり 保保保保 険険険険 料料料料 調調調調 定定定定 額額額額 163,331163,331163,331163,331 円円円円

市市市市 場場場場 事事事事 業業業業 一部適用一部適用一部適用一部適用 △ 208,195△ 208,195△ 208,195△ 208,195 1,014,4411,014,4411,014,4411,014,441 22222222

被被被被 保保保保 険険険険 者者者者 数数数数 426,912426,912426,912426,912 人人人人

病病病病 院院院院 事事事事 業業業業 適用適用適用適用 △ 795,192△ 795,192△ 795,192△ 795,192 3,774,0313,774,0313,774,0313,774,031 1,1401,1401,1401,140

加加加加 入入入入 世世世世 帯帯帯帯 数数数数 284,881284,881284,881284,881 世帯世帯世帯世帯

水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 適用適用適用適用 10,683,71410,683,71410,683,71410,683,714 1,094,5491,094,5491,094,5491,094,549 623623623623

普普普普 通通通通 会会会会 計計計計 かかかか らららら のののの 繰繰繰繰 入入入入 金金金金 23,527,57923,527,57923,527,57923,527,579 千円千円千円千円

575575575575

軌軌軌軌 道道道道 事事事事 業業業業 適用適用適用適用 △ 125,508△ 125,508△ 125,508△ 125,508 2,032,7072,032,7072,032,7072,032,707 54545454

千円千円千円千円 千円千円千円千円 人人人人

国国国国

民民民民

健健健健

康康康康

保保保保

険険険険

会会会会

計計計計

のののの

状状状状

況況況況

収収収収 支支支支 額額額額 1,310,0001,310,0001,310,0001,310,000 千円千円千円千円

平成19年度より収入役を廃止平成19年度より収入役を廃止平成19年度より収入役を廃止平成19年度より収入役を廃止

公公公公

営営営営

企企企企

業業業業

のののの

状状状状

況況況況

事業名事業名事業名事業名

法適用法適用法適用法適用

の有無の有無の有無の有無

収支額収支額収支額収支額

普通会計からの普通会計からの普通会計からの普通会計からの

繰入額繰入額繰入額繰入額

職員数職員数職員数職員数

高高高高速速速速電電電電車車車車事事事事業業業業 適用適用適用適用 8,802,9718,802,9718,802,9718,802,971 8,607,4518,607,4518,607,4518,607,451

860,000860,000860,000860,000合合合合 計計計計 10,88710,88710,88710,887 3,307,9603,307,9603,307,9603,307,960 303,845303,845303,845303,845 議議議議 会会会会 議議議議 員員員員 平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員 ---- ---- ---- 議議議議 会会会会 副副副副 議議議議 長長長長 平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日 950,000950,000950,000950,000

1,040,0001,040,0001,040,0001,040,000消消消消 防防防防 職職職職 員員員員 1,8441,8441,8441,844 546,238546,238546,238546,238 296,225296,225296,225296,225 議議議議 会会会会 議議議議 長長長長 平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日

教教教教 育育育育 長長長長 平成13年4月1日平成13年4月1日平成13年4月1日平成13年4月1日 830,000830,000830,000830,000

教教教教 育育育育 公公公公 務務務務 員員員員 588588588588 226,364226,364226,364226,364 384,973384,973384,973384,973

1,030,0001,030,0001,030,0001,030,000

うううう ちちちち 単単単単 純純純純 労労労労 務務務務 職職職職 1,2971,2971,2971,297 404,672404,672404,672404,672 312,006312,006312,006312,006

副副副副 市市市市 長長長長 平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日

一一一一 般般般般 職職職職 員員員員 8,4558,4558,4558,455 2,535,3582,535,3582,535,3582,535,358 299,865299,865299,865299,865 市市市市 町町町町 村村村村 長長長長 平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日平成4年12月1日 1,280,0001,280,0001,280,0001,280,000

人人人人 千円千円千円千円 (b)/(a)     円(b)/(a)     円(b)/(a)     円(b)/(a)     円

区分区分区分区分

職員数(a)職員数(a)職員数(a)職員数(a) 給与月額(b)給与月額(b)給与月額(b)給与月額(b) 1人当り支給月額1人当り支給月額1人当り支給月額1人当り支給月額

区分区分区分区分 改定実施年月日改定実施年月日改定実施年月日改定実施年月日

1人平均給料1人平均給料1人平均給料1人平均給料

（報酬）月額　　　円（報酬）月額　　　円（報酬）月額　　　円（報酬）月額　　　円

一般職員等一般職員等一般職員等一般職員等 特別職等特別職等特別職等特別職等

(f)+(g)+(h)-(i)(f)+(g)+(h)-(i)(f)+(g)+(h)-(i)(f)+(g)+(h)-(i)

10101010

実実実実 質質質質 単単単単 年年年年 度度度度 収収収収 支支支支

△ 3,618,851△ 3,618,851△ 3,618,851△ 3,618,851 △ 614,601△ 614,601△ 614,601△ 614,601

9999 積積積積 立立立立 金金金金 取取取取 崩崩崩崩 しししし 額額額額 (i)(i)(i)(i) 2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 0000

債債債債 務務務務 負負負負 担担担担 行行行行 為為為為 額額額額

（翌年度以降支出予定額）

159,633,445159,633,445159,633,445159,633,445 千円千円千円千円

千円千円千円千円

8888 繰繰繰繰 上上上上 償償償償 還還還還 金金金金 (h)(h)(h)(h) 0000 0000

収収収収 益益益益 事事事事 業業業業 収収収収 入入入入 額額額額 5,561,2595,561,2595,561,2595,561,259

土土土土 地地地地 開開開開 発発発発 基基基基 金金金金 現現現現 在在在在 高高高高 64,527,65664,527,65664,527,65664,527,656 千円千円千円千円

7777 積積積積 立立立立 金金金金 (g)(g)(g)(g) 7,4847,4847,4847,484 6,0486,0486,0486,048

千円千円千円千円

地地地地 方方方方 債債債債 現現現現 在在在在 高高高高 千円千円千円千円

6666 単単単単 年年年年 度度度度 収収収収 支支支支 (f)(f)(f)(f) △ 1,126,335△ 1,126,335△ 1,126,335△ 1,126,335 △ 620,649△ 620,649△ 620,649△ 620,649

積積積積 立立立立 金金金金 現現現現 在在在在 高高高高

公公公公 債債債債 費費費費 負負負負 担担担担 比比比比 率率率率 15.715.715.715.7 ％％％％

5555 実実実実 質質質質 収収収収 支支支支(c)-(d)(c)-(d)(c)-(d)(c)-(d) (e)(e)(e)(e) 4,611,9484,611,9484,611,9484,611,948 3,991,2993,991,2993,991,2993,991,299

実実実実 質質質質 収収収収 支支支支 比比比比 率率率率 0.90.90.90.9 ％％％％

0.7180.7180.7180.7184444 翌翌翌翌 年年年年 度度度度 へへへへ 繰繰繰繰 りりりり 越越越越 すすすす べべべべ きききき 財財財財 源源源源 3,975,8923,975,8923,975,8923,975,892 3,223,6693,223,6693,223,6693,223,669

財財財財 政政政政 力力力力 指指指指 数数数数

（（（（ 3333 カカカカ 年年年年 平平平平 均均均均 ））））

3333 歳歳歳歳 入入入入 歳歳歳歳 出出出出 差差差差 引引引引 額額額額 8,587,8408,587,8408,587,8408,587,840 7,214,9687,214,9687,214,9687,214,968 標標標標 準準準準 財財財財 政政政政 規規規規 模模模模 449,590,664449,590,664449,590,664449,590,664 千円千円千円千円

2222 歳歳歳歳 出出出出 総総総総 額額額額 877,874,559877,874,559877,874,559877,874,559 877,817,401877,817,401877,817,401877,817,401 基基基基 準準準準 財財財財 政政政政 収収収収 入入入入 額額額額 239,213,005239,213,005239,213,005239,213,005 千円千円千円千円

千円千円千円千円
豪　 雪　豪　 雪　豪　 雪　豪　 雪　    過　疎過　疎過　疎過　疎

    再　 建再　 建再　 建再　 建　　　　    山　村山　村山　村山　村

    不交付不交付不交付不交付　新　産　新　産　新　産　新　産

    低開発低開発低開発低開発　広  域　広  域　広  域　広  域

　　   　　   　　   　　       産  炭産  炭産  炭産  炭

1111 歳歳歳歳 入入入入 総総総総 額額額額 886,462,399886,462,399886,462,399886,462,399 885,032,369885,032,369885,032,369885,032,369 基基基基 準準準準 財財財財 政政政政 需需需需 要要要要 額額額額 326,840,745326,840,745326,840,745326,840,745

区分区分区分区分 前年度　　前年度　　前年度　　前年度　　千円千円千円千円 本年度　　本年度　　本年度　　本年度　　千円千円千円千円 区分区分区分区分 指数等指数等指数等指数等 指定団体等の状況指定団体等の状況指定団体等の状況指定団体等の状況

1,934,6491,934,6491,934,6491,934,649 昭和４２年３月１日　　手稲町昭和４２年３月１日　　手稲町昭和４２年３月１日　　手稲町昭和４２年３月１日　　手稲町 0.5％0.5％0.5％0.5％ 16.1%16.1%16.1%16.1% 80.2％80.2％80.2％80.2％

住民住民住民住民

基本基本基本基本

台帳台帳台帳台帳

1,941,1271,941,1271,941,1271,941,127 昭和３６年５月１日　　豊平町昭和３６年５月１日　　豊平町昭和３６年５月１日　　豊平町昭和３６年５月１日　　豊平町

１１１１

７７７７

年年年年

国国国国

調調調調

3,803人3,803人3,803人3,803人 134,830人134,830人134,830人134,830人 672,780人672,780人672,780人672,780人

増減率増減率増減率増減率 1.71.71.71.7 ％％％％ 昭和３５年１０月１日以降の合併状況昭和３５年１０月１日以降の合併状況昭和３５年１０月１日以降の合併状況昭和３５年１０月１日以降の合併状況

１７年１７年１７年１７年 1,880,8631,880,8631,880,8631,880,863 人人人人

0.4％0.4％0.4％0.4％ 13.8％13.8％13.8％13.8％ 76.5％76.5％76.5％76.5％

k㎡k㎡k㎡k㎡ 1,846,399　人1,846,399　人1,846,399　人1,846,399　人

就就就就

業業業業

人人人人

口口口口

２２２２

２２２２

年年年年

国国国国

調調調調

国国国国

調調調調

２２年２２年２２年２２年 1,913,5451,913,5451,913,5451,913,545 人人人人

1,121.261,121.261,121.261,121.26 1,706.6021,706.6021,706.6021,706.602

区分区分区分区分 第１次第１次第１次第１次 第２次第２次第２次第２次 第３次第３次第３次第３次

118,904人118,904人118,904人118,904人 658,853人658,853人658,853人658,853人

人人人人

3,534人3,534人3,534人3,534人

人口人口人口人口 面積面積面積面積 人口密度人口密度人口密度人口密度 人口集中地区人口人口集中地区人口人口集中地区人口人口集中地区人口

産業構造産業構造産業構造産業構造

市町村名市町村名市町村名市町村名 札幌市札幌市札幌市札幌市

ふりがなふりがなふりがなふりがな さっぽろしさっぽろしさっぽろしさっぽろし
本年度本年度本年度本年度

交付税交付税交付税交付税

種地区分種地区分種地区分種地区分

Ｉ-８Ｉ-８Ｉ-８Ｉ-８

平平平平 成成成成 27272727 年年年年 度度度度

決決決決 算算算算 状状状状 況況況況 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名 北海道北海道北海道北海道

コード番号コード番号コード番号コード番号 011002011002011002011002 市町村類型市町村類型市町村類型市町村類型 ＶＩ～５ＶＩ～５ＶＩ～５ＶＩ～５

実質赤字実質赤字実質赤字実質赤字

比率比率比率比率

----

連結実質連結実質連結実質連結実質

赤字比率赤字比率赤字比率赤字比率

----

実質公債実質公債実質公債実質公債

費比率費比率費比率費比率

4.9%4.9%4.9%4.9%

将来負担将来負担将来負担将来負担

比率比率比率比率

61.8%61.8%61.8%61.8%

健全化法４指標健全化法４指標健全化法４指標健全化法４指標



普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税

特別交付税特別交付税特別交付税特別交付税

91.691.691.691.6 ％％％％

103.3103.3103.3103.3 ％％％％

千円千円千円千円

固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税 1.4/1001.4/1001.4/1001.4/100

96.696.696.696.6

５号５号５号５号 160160160160 千円千円千円千円

37.637.637.637.6

うち固定資産税うち固定資産税うち固定資産税うち固定資産税 99.599.599.599.5 40.840.840.840.8 98.698.698.698.6

９号９号９号９号 3,0003,0003,0003,000 千円千円千円千円

うち市町村民税うち市町村民税うち市町村民税うち市町村民税 98.798.798.798.7

市町村税合計市町村税合計市町村税合計市町村税合計 99.299.299.299.2 37.737.737.737.7 97.797.797.797.7

所得割所得割所得割所得割

標準税率に対標準税率に対標準税率に対標準税率に対

する比率する比率する比率する比率

４号４号４号４号 150150150150 千円千円千円千円

1.0倍1.0倍1.0倍1.0倍

％％％％ ％％％％ ％％％％

３号３号３号３号 130130130130 千円千円千円千円 ８号８号８号８号 1,7501,7501,7501,750 千円千円千円千円

６号６号６号６号 400400400400 千円千円千円千円

２号２号２号２号 120120120120 千円千円千円千円 ７号７号７号７号 410410410410 千円千円千円千円3,5003,5003,5003,500 円円円円

市市市市

町町町町

村村村村

民民民民

税税税税

法法法法

人人人人

分分分分

均等割均等割均等割均等割

１号１号１号１号

法人税割法人税割法人税割法人税割 9.7/100    11.9/100   9.7/100    11.9/100   9.7/100    11.9/100   9.7/100    11.9/100   

50505050 千円千円千円千円

適用税率の状況（本年度末現在）適用税率の状況（本年度末現在）適用税率の状況（本年度末現在）適用税率の状況（本年度末現在）

徴徴徴徴

収収収収

率率率率

区分区分区分区分 現年課税分現年課税分現年課税分現年課税分 滞納繰越分滞納繰越分滞納繰越分滞納繰越分 合計合計合計合計

市市市市

町町町町

村村村村

税税税税

均等割均等割均等割均等割

100.0100.0100.0100.0 495,640,930495,640,930495,640,930495,640,930

合合合合 計計計計 285,914,071285,914,071285,914,071285,914,071 100.0100.0100.0100.0 △ 0.3△ 0.3△ 0.3△ 0.3 260,746,835260,746,835260,746,835260,746,835 3,212,4973,212,4973,212,4973,212,497

0.00.00.00.0 0000

旧旧旧旧 法法法法 にににに よよよよ るるるる 税税税税 0000 0.00.00.00.0 ---- ---- 合合合合 計計計計 877,817,401877,817,401877,817,401877,817,401

1.31.31.31.3 7,969,1207,969,1207,969,1207,969,120

宅宅宅宅 地地地地 開開開開 発発発発 税税税税 0000 0.00.00.00.0 ---- ---- 前前前前年年年年繰繰繰繰上上上上充充充充用用用用金金金金 0000

9.49.49.49.4 79,090,68479,090,68479,090,68479,090,684

共共共共 同同同同 施施施施 設設設設 税税税税 0000 0.00.00.00.0 ---- ---- 諸諸諸諸 支支支支 出出出出 金金金金 11,410,34511,410,34511,410,34511,410,345

0.00.00.00.0 0000

都都都都 市市市市 計計計計 画画画画 税税税税 23,074,67023,074,67023,074,67023,074,670 8.18.18.18.1 △ 0.4△ 0.4△ 0.4△ 0.4 ---- 公公公公 債債債債 費費費費 82,579,62082,579,62082,579,62082,579,620

8.68.68.68.6 61,317,22361,317,22361,317,22361,317,223

事事事事 業業業業 所所所所 税税税税 8,336,5798,336,5798,336,5798,336,579 2.92.92.92.9 1.21.21.21.2 8,464,7058,464,7058,464,7058,464,705 災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 費費費費 0000

2.02.02.02.0 17,055,69117,055,69117,055,69117,055,691

入入入入 湯湯湯湯 税税税税 443,440443,440443,440443,440 0.20.20.20.2 5.45.45.45.4 ---- 教教教教 育育育育 費費費費 75,353,76675,353,76675,353,76675,353,766

13.913.913.913.9 84,880,21084,880,21084,880,21084,880,210

目目目目 的的的的 税税税税 31,854,68931,854,68931,854,68931,854,689 11.111.111.111.1 0.10.10.10.1 8,464,7058,464,7058,464,7058,464,705 消消消消 防防防防 費費費費 17,534,08017,534,08017,534,08017,534,080

9.09.09.09.0 4,670,5934,670,5934,670,5934,670,593

法法法法 定定定定 外外外外 普普普普 通通通通 税税税税 0000 0.00.00.00.0 ---- ---- 土土土土 木木木木 費費費費 122,018,222122,018,222122,018,222122,018,222

0.10.10.10.1 614,445614,445614,445614,445

特特特特 別別別別 土土土土 地地地地 保保保保 有有有有 税税税税 76,77476,77476,77476,774 0.00.00.00.0 86162.986162.986162.986162.9 ---- 商商商商 工工工工 費費費費 78,811,00978,811,00978,811,00978,811,009

0.10.10.10.1 449,138449,138449,138449,138

鉱鉱鉱鉱 産産産産 税税税税 0000 0.00.00.00.0 ---- ---- 農農農農 林林林林 水水水水 産産産産 費費費費 647,231647,231647,231647,231

5.25.25.25.2 29,021,65329,021,65329,021,65329,021,653

市市市市 町町町町 村村村村 たたたた ばばばば ここここ 税税税税 16,200,22116,200,22116,200,22116,200,221 5.75.75.75.7 △ 1.8△ 1.8△ 1.8△ 1.8 15,832,30115,832,30115,832,30115,832,301 労労労労 働働働働 費費費費 455,269455,269455,269455,269

44.244.244.244.2 165,487,070165,487,070165,487,070165,487,070

軽軽軽軽 自自自自 動動動動 車車車車 税税税税 1,697,9251,697,9251,697,9251,697,925 0.60.60.60.6 4.04.04.04.0 1,706,0651,706,0651,706,0651,706,065 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 45,609,73945,609,73945,609,73945,609,739

6.16.16.16.1 43,100,97543,100,97543,100,97543,100,975

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 税税税税 108,317,358108,317,358108,317,358108,317,358 37.937.937.937.9 △ 0.2△ 0.2△ 0.2△ 0.2 105,780,600105,780,600105,780,600105,780,600 民民民民 生生生生 費費費費 387,909,355387,909,355387,909,355387,909,355

0.20.20.20.2 1,984,1281,984,1281,984,1281,984,128

法法法法 人人人人 分分分分 29,659,27529,659,27529,659,27529,659,275 10.410.410.410.4 △ 6.3△ 6.3△ 6.3△ 6.3 27,458,12727,458,12727,458,12727,458,127 3,212,4973,212,4973,212,4973,212,497 総総総総 務務務務 費費費費 53,504,60153,504,60153,504,60153,504,601

千円千円千円千円

市市市市 町町町町 村村村村 民民民民 税税税税

個個個個 人人人人 分分分分 101,505,037101,505,037101,505,037101,505,037 議議議議 会会会会 費費費費98,107,82998,107,82998,107,82998,107,829 34.334.334.334.3 1.51.51.51.5 1,984,1641,984,1641,984,1641,984,164

基準税額×100/75基準税額×100/75基準税額×100/75基準税額×100/75 区分区分区分区分

決算額決算額決算額決算額 構成比構成比構成比構成比 税等税等税等税等

千円千円千円千円 ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 ％％％％

877,817,401877,817,401877,817,401877,817,401 100.0100.0100.0100.0 495,640,930495,640,930495,640,930495,640,930

市町村税市町村税市町村税市町村税 　　　　　　　　

超超超超過過過過課課課課税税税税分分分分

収収収収 入入入入 済済済済 額額額額区区区区 分分分分

決算額決算額決算額決算額 構成比構成比構成比構成比 増減率増減率増減率増減率

合合合合 計計計計 885,032,369885,032,369885,032,369885,032,369 100.0100.0100.0100.0 407,784,808407,784,808407,784,808407,784,808 100.0100.0100.0100.0 合計合計合計合計

地地地地 方方方方 債債債債 80,965,00080,965,00080,965,00080,965,000 9.19.19.19.1 0000 0.00.00.00.0 502,855,898502,855,898502,855,898502,855,898

諸諸諸諸 収収収収 入入入入 88,476,22188,476,22188,476,22188,476,221 10.010.010.010.0 140,847140,847140,847140,847 0.00.00.00.0 税等総額（歳入）税等総額（歳入）税等総額（歳入）税等総額（歳入）

繰繰繰繰 入入入入 金金金金 3,548,0173,548,0173,548,0173,548,017 0.40.40.40.4 0000 0.00.00.00.0

繰繰繰繰 越越越越 金金金金 6,236,9986,236,9986,236,9986,236,998 0.70.70.70.7 0000 0.00.00.00.0

※減収補てん債、臨財債を除き

寄寄寄寄 付付付付 金金金金 451,370451,370451,370451,370 0.10.10.10.1 0000 0.00.00.00.0

0000

財財財財 産産産産 収収収収 入入入入 6,631,8726,631,8726,631,8726,631,872 0.70.70.70.7 671,568671,568671,568671,568 0.20.20.20.2

0000 経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率

道道道道 支支支支 出出出出 金金金金 42,562,18742,562,18742,562,18742,562,187 4.84.84.84.8 0000 0.00.00.00.0 失業対策費失業対策費失業対策費失業対策費 0000 0.00.00.00.0

40,097,63840,097,63840,097,63840,097,638 うち臨財債　52,000,000うち臨財債　52,000,000うち臨財債　52,000,000うち臨財債　52,000,000

国国国国 提提提提 交交交交 付付付付 金金金金 66,17466,17466,17466,174 0.00.00.00.0 66,17466,17466,17466,174 0.00.00.00.0 災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費 0000 0.00.00.00.0

22.322.322.322.3 0000 0.00.00.00.0 うち単独うち単独うち単独うち単独 58,005,90258,005,90258,005,90258,005,902 6.66.66.66.6

手手手手 数数数数 料料料料 8,890,4758,890,4758,890,4758,890,475 1.01.01.01.0 0000 0.00.00.00.0 うち補助うち補助うち補助うち補助

内訳内訳内訳内訳

普通建設費普通建設費普通建設費普通建設費

国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 197,055,420197,055,420197,055,420197,055,420

94,304,83694,304,83694,304,83694,304,836 10.710.710.710.7 44,881,29044,881,29044,881,29044,881,290 459,784,808459,784,808459,784,808459,784,808

35,293,43335,293,43335,293,43335,293,433 4.04.04.04.0 4,682,1514,682,1514,682,1514,682,151 うち減税補てん債うち減税補てん債うち減税補てん債うち減税補てん債　0　0　0　0

うち人件費うち人件費うち人件費うち人件費 1,951,6841,951,6841,951,6841,951,684 0.20.20.20.2 1,377,6141,377,6141,377,6141,377,614 経常一般財源等経常一般財源等経常一般財源等経常一般財源等

使使使使 用用用用 料料料料 11,140,30311,140,30311,140,30311,140,303 1.31.31.31.3 1,759,6381,759,6381,759,6381,759,638 0.40.40.40.4

投投投投 資資資資 的的的的 経経経経 費費費費 94,304,83694,304,83694,304,83694,304,836 10.710.710.710.7 44,881,29044,881,29044,881,29044,881,290 421,127,999421,127,999421,127,999421,127,999

分分分分担担担担金金金金・・・・負負負負担担担担金金金金 5,368,0415,368,0415,368,0415,368,041 0.60.60.60.6 0000 0.00.00.00.0

前前前前年年年年繰繰繰繰上上上上充充充充用用用用金金金金 0000 0.00.00.00.0 0000 経常充当一般財源　合計経常充当一般財源　合計経常充当一般財源　合計経常充当一般財源　合計

交交交交 安安安安 交交交交 付付付付 金金金金 738,041738,041738,041738,041 0.10.10.10.1 738,041738,041738,041738,041 0.20.20.20.2

67,997,57567,997,57567,997,57567,997,575 7.77.77.77.7 54,725,67554,725,67554,725,67554,725,675 47,085,06547,085,06547,085,06547,085,065 10.210.210.210.2

小小小小 計計計計 432,902,250432,902,250432,902,250432,902,250 48.948.948.948.9 404,408,540404,408,540404,408,540404,408,540 99.299.299.299.2

78,504,23078,504,23078,504,23078,504,230 8.98.98.98.9 4,210,6444,210,6444,210,6444,210,644 668,673668,673668,673668,673 0.10.10.10.1

2,206,5432,206,5432,206,5432,206,543 0.20.20.20.2 0000 0.00.00.00.0 繰繰繰繰 出出出出 金金金金

6,225,4216,225,4216,225,4216,225,421 0.70.70.70.7 3,270,3763,270,3763,270,3763,270,376 0000 0.00.00.00.0

88,960,52188,960,52188,960,52188,960,521 10.110.110.110.1 88,960,52188,960,52188,960,52188,960,521 21.821.821.821.8 投投投投 資資資資 出出出出 資資資資 貸貸貸貸 付付付付

地地地地 方方方方 交交交交 付付付付 税税税税 91,167,06491,167,06491,167,06491,167,064 10.310.310.310.3 88,960,52188,960,52188,960,52188,960,521 21.821.821.821.8 積積積積 立立立立 金金金金

補補補補 助助助助 費費費費 等等等等 69,973,56069,973,56069,973,56069,973,560 8.08.08.08.0 59,101,38959,101,38959,101,38959,101,389 49,759,51649,759,51649,759,51649,759,516 10.810.810.810.8

27,665,78627,665,78627,665,78627,665,786 3.23.23.23.2 24,514,59624,514,59624,514,59624,514,596 24,463,59624,463,59624,463,59624,463,596 5.35.35.35.3

地地地地方方方方特特特特例例例例交交交交付付付付金金金金 925,116925,116925,116925,116 0.10.10.10.1 925,116925,116925,116925,116 0.20.20.20.2

軽軽軽軽 油油油油 ・・・・ 自自自自 動動動動 車車車車 8,199,0388,199,0388,199,0388,199,038 0.90.90.90.9 8,199,0388,199,0388,199,0388,199,038 2.02.02.02.0 維維維維 持持持持 補補補補 修修修修 費費費費

物物物物 件件件件 費費費費 78,773,25478,773,25478,773,25478,773,254 9.09.09.09.0 57,613,23457,613,23457,613,23457,613,234 53,598,89753,598,89753,598,89753,598,897 11.711.711.711.7

454,372,739454,372,739454,372,739454,372,739 51.851.851.851.8 247,323,726247,323,726247,323,726247,323,726 245,552,252245,552,252245,552,252245,552,252 53.453.453.453.4

特特特特 ・・・・ 消消消消 交交交交 付付付付 金金金金 0000 0.00.00.00.0 0000 0.00.00.00.0

ゴゴゴゴ ルルルル フフフフ 交交交交 付付付付 金金金金 109,057109,057109,057109,057 0.00.00.00.0 109,057109,057109,057109,057 0.00.00.00.0 小小小小 計計計計

一一一一 借借借借 利利利利 子子子子 12,37012,37012,37012,370 0.00.00.00.0 12,37012,37012,37012,370 12,37012,37012,37012,370 0.00.00.00.0

82,207,10182,207,10182,207,10182,207,101 9.49.49.49.4 78,718,16578,718,16578,718,16578,718,165 78,700,83078,700,83078,700,83078,700,830 17.117.117.117.1

地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金 39,197,03439,197,03439,197,03439,197,034 4.44.44.44.4 39,197,03439,197,03439,197,03439,197,034 9.69.69.69.6

株株株株 式式式式 交交交交 付付付付 金金金金 672,866672,866672,866672,866 0.10.10.10.1 672,866672,866672,866672,866 0.20.20.20.2 元元元元 利利利利 償償償償 還還還還 金金金金

公公公公 債債債債 費費費費 82,219,47182,219,47182,219,47182,219,471 9.49.49.49.4 78,730,53578,730,53578,730,53578,730,535 78,713,20078,713,20078,713,20078,713,200 17.117.117.117.1

275,966,130275,966,130275,966,130275,966,130 31.431.431.431.4 78,084,51478,084,51478,084,51478,084,514 78,075,44978,075,44978,075,44978,075,449 17.017.017.017.0

配配配配 当当当当 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金 807,093807,093807,093807,093 0.10.10.10.1 807,093807,093807,093807,093 0.20.20.20.2

7.57.57.57.5 62,530,11262,530,11262,530,11262,530,112 62,262,74262,262,74262,262,74262,262,742 13.513.513.513.5

利利利利 子子子子 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金 402,248402,248402,248402,248 0.00.00.00.0 402,248402,248402,248402,248 0.10.10.10.1 扶扶扶扶 助助助助 費費費費

90,508,67790,508,67790,508,67790,508,677 88,763,60388,763,60388,763,60388,763,603 19.319.319.319.3

地地地地 方方方方 譲譲譲譲 与与与与 税税税税 5,508,6635,508,6635,508,6635,508,663 0.60.60.60.6 5,508,6635,508,6635,508,6635,508,663 1.41.41.41.4 うううう ちちちち 職職職職 員員員員 給給給給 66,079,48466,079,48466,079,48466,079,484

千円千円千円千円 ％％％％

地地地地 方方方方 税税税税
285,914,071285,914,071285,914,071285,914,071 32.332.332.332.3 259,626,904259,626,904259,626,904259,626,904 63.763.763.763.7 人人人人 件件件件 費費費費 96,187,13896,187,13896,187,13896,187,138 11.011.011.011.0

経常充当一般財源経常充当一般財源経常充当一般財源経常充当一般財源

千円千円千円千円 ％％％％ 千円千円千円千円 ％％％％ 千円千円千円千円 ％％％％

経常一般財源経常一般財源経常一般財源経常一般財源 構成比構成比構成比構成比
区区区区 分分分分

決算額決算額決算額決算額 構成比構成比構成比構成比 税等税等税等税等

千円千円千円千円

市町村名市町村名市町村名市町村名 札幌市札幌市札幌市札幌市

歳歳歳歳 入入入入 性性性性 質質質質 別別別別 歳歳歳歳 出出出出

    経常収経常収経常収経常収支比率支比率支比率支比率

区分区分区分区分
決算額決算額決算額決算額 構成比構成比構成比構成比


