
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)

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

平平平平 成成成成 25252525 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

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

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

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

人人人人

3,534人3,534人3,534人3,534人

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

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

1,121.121,121.121,121.121,121.12 1,706.8161,706.8161,706.8161,706.816k㎡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

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％

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

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

住民住民住民住民

基本基本基本基本

台帳台帳台帳台帳

1,928,9321,928,9321,928,9321,928,932 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

1,919,6641,919,6641,919,6641,919,664 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％

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

1111 歳歳歳歳 入入入入 総総総総 額額額額 842,960,386842,960,386842,960,386842,960,386 850,815,653850,815,653850,815,653850,815,653 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 315,478,886315,478,886315,478,886315,478,886 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

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 835,735,856835,735,856835,735,856835,735,856 840,973,691840,973,691840,973,691840,973,691 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 221,533,270221,533,270221,533,270221,533,270

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 7,224,5307,224,5307,224,5307,224,530 9,841,9629,841,9629,841,9629,841,962 標標標標 準準準準 財財財財 政政政政 規規規規 模模模模 442,451,999442,451,999442,451,999442,451,999 千円千円千円千円

4444 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 5,237,6665,237,6665,237,6665,237,666 4,103,6794,103,6794,103,6794,103,679

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 ））））

実実実実 質質質質 収収収収 支支支支 比比比比 率率率率 1.31.31.31.3 ％％％％

0.6920.6920.6920.692

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) 1,986,8641,986,8641,986,8641,986,864 5,738,2835,738,2835,738,2835,738,283

15.815.815.815.8 ％％％％

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) △ 2,813,776△ 2,813,776△ 2,813,776△ 2,813,776 3,751,4193,751,4193,751,4193,751,419

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

－－－－ ％％％％

7777 積積積積 立立立立 金金金金 (g)(g)(g)(g) 12,59912,59912,59912,599 11,13111,13111,13111,131

起起起起 債債債債 制制制制 限限限限 比比比比 率率率率

地地地地 方方方方 債債債債 現現現現 在在在在 高高高高

積積積積 立立立立 金金金金 現現現現 在在在在 高高高高 60,018,56160,018,56160,018,56160,018,561 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

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 66,000,70966,000,70966,000,70966,000,709 千円千円千円千円

934,744,016934,744,016934,744,016934,744,016

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) 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

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）

5,814,9955,814,9955,814,9955,814,995 千円千円千円千円

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

△ 2,801,177△ 2,801,177△ 2,801,177△ 2,801,177 3,762,5503,762,5503,762,5503,762,550

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

115,107,535115,107,535115,107,535115,107,535 千円千円千円千円

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

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

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

一一一一 般般般般 職職職職 員員員員 8,5158,5158,5158,515 2,609,2552,609,2552,609,2552,609,255 306,430306,430306,430306,430 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

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 1,4651,4651,4651,465 459,496459,496459,496459,496 313,649313,649313,649313,649

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

教教教教 育育育育 公公公公 務務務務 員員員員 596596596596 226,140226,140226,140226,140 379,430379,430379,430379,430

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

消消消消 防防防防 職職職職 員員員員 1,8341,8341,8341,834 557,389557,389557,389557,389 303,920303,920303,920303,920 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 1,040,0001,040,0001,040,0001,040,000

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

合合合合 計計計計 10,94510,94510,94510,945 3,392,7843,392,7843,392,7843,392,784 309,985309,985309,985309,985 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 860,000860,000860,000860,000

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 6,698,7416,698,7416,698,7416,698,741 11,038,77211,038,77211,038,77211,038,772

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

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 1,680,0001,680,0001,680,0001,680,000 千円千円千円千円軌軌軌軌 道道道道 事事事事 業業業業 適用適用適用適用 33,63633,63633,63633,636 219,922219,922219,922219,922 55555555

546546546546

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 19,560,17419,560,17419,560,17419,560,174 千円千円千円千円

水水水水 道道道道 事事事事 業業業業 適用適用適用適用 7,106,1497,106,1497,106,1497,106,149 914,397914,397914,397914,397 619619619619

加加加加 入入入入 世世世世 帯帯帯帯 数数数数 295,758295,758295,758295,758 世帯世帯世帯世帯

病病病病 院院院院 事事事事 業業業業 適用適用適用適用 △ 60,736△ 60,736△ 60,736△ 60,736 3,986,9633,986,9633,986,9633,986,963 1,0841,0841,0841,084

被被被被 保保保保 険険険険 者者者者 数数数数 453,136453,136453,136453,136 人人人人

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 △ 313,625△ 313,625△ 313,625△ 313,625 1,066,4271,066,4271,066,4271,066,427 22222222

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 171,258171,258171,258171,258 円円円円

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 510,111510,111510,111510,111 20,922,36020,922,36020,922,36020,922,360 497497497497

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 303,071303,071303,071303,071 円円円円

駐駐駐駐 車車車車 場場場場 事事事事 業業業業

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 111,779111,779111,779111,779 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 ---- 480,980480,980480,980480,980 19191919

非適用非適用非適用非適用 62,46262,46262,46262,462 0000 1111

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

6.7%6.7%6.7%6.7%

将来負担将来負担将来負担将来負担

比率比率比率比率

78.0%78.0%78.0%78.0%

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

92.392.392.392.3 ％％％％

106.0106.0106.0106.0 ％％％％

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

地地地地 方方方方 税税税税
279,543,903279,543,903279,543,903279,543,903 32.932.932.932.9 254,026,297254,026,297254,026,297254,026,297 65.165.165.165.1 人人人人 件件件件 費費費費 95,309,20095,309,20095,309,20095,309,200 11.311.311.311.3 89,890,40489,890,40489,890,40489,890,404 87,599,63587,599,63587,599,63587,599,635 19.519.519.519.5

地地地地 方方方方 譲譲譲譲 与与与与 税税税税 5,549,9375,549,9375,549,9375,549,937 0.70.70.70.7 5,549,9375,549,9375,549,9375,549,937 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 66,106,15466,106,15466,106,15466,106,154 7.97.97.97.9 62,152,31562,152,31562,152,31562,152,315 61,741,95161,741,95161,741,95161,741,951 13.813.813.813.8

利利利利 子子子子 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金 628,958628,958628,958628,958 0.10.10.10.1 628,958628,958628,958628,958 0.20.20.20.2 扶扶扶扶 助助助助 費費費費 252,993,499252,993,499252,993,499252,993,499 30.130.130.130.1 75,107,51675,107,51675,107,51675,107,516 75,099,98475,099,98475,099,98475,099,984 16.716.716.716.7

配配配配 当当当当 割割割割 交交交交 付付付付 金金金金 548,591548,591548,591548,591 0.10.10.10.1 548,591548,591548,591548,591 0.10.10.10.1 公公公公 債債債債 費費費費 81,525,34881,525,34881,525,34881,525,348 9.79.79.79.7 78,202,36078,202,36078,202,36078,202,360 78,120,48778,120,48778,120,48778,120,487 17.417.417.417.4

株株株株 式式式式 交交交交 付付付付 金金金金 748,577748,577748,577748,577 0.10.10.10.1 748,577748,577748,577748,577 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 81,497,05681,497,05681,497,05681,497,056 9.79.79.79.7 78,174,06878,174,06878,174,06878,174,068 78,092,19578,092,19578,092,19578,092,195 17.417.417.417.4

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 19,907,67219,907,67219,907,67219,907,672 2.32.32.32.3 19,907,67219,907,67219,907,67219,907,672 5.15.15.15.1 一一一一 借借借借 利利利利 子子子子 28,29228,29228,29228,292 0.00.00.00.0 28,29228,29228,29228,292 28,29228,29228,29228,292 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 106,192106,192106,192106,192 0.00.00.00.0 106,192106,192106,192106,192 0.00.00.00.0 小小小小 計計計計 429,828,047429,828,047429,828,047429,828,047 51.151.151.151.1 243,200,280243,200,280243,200,280243,200,280 240,820,106240,820,106240,820,106240,820,106 53.753.753.753.7

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 物物物物 件件件件 費費費費 74,551,61574,551,61574,551,61574,551,615 8.98.98.98.9 54,291,51954,291,51954,291,51954,291,519 49,929,09749,929,09749,929,09749,929,097 11.111.111.111.1

軽軽軽軽 油油油油 ・・・・ 自自自自 動動動動 車車車車 9,556,4869,556,4869,556,4869,556,486 1.11.11.11.1 9,556,4869,556,4869,556,4869,556,486 2.42.42.42.4 維維維維 持持持持 補補補補 修修修修 費費費費 29,705,21029,705,21029,705,21029,705,210 3.53.53.53.5 27,490,42227,490,42227,490,42227,490,422 27,221,22227,221,22227,221,22227,221,222 6.16.16.16.1

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 961,230961,230961,230961,230 0.10.10.10.1 961,230961,230961,230961,230 0.20.20.20.2 補補補補 助助助助 費費費費 等等等等 72,775,37272,775,37272,775,37272,775,372 8.78.78.78.7 66,548,80666,548,80666,548,80666,548,806 52,429,96152,429,96152,429,96152,429,961 11.711.711.711.7

地地地地 方方方方 交交交交 付付付付 税税税税 96,269,84896,269,84896,269,84896,269,848 11.311.311.311.3 93,941,75193,941,75193,941,75193,941,751 24.124.124.124.1 積積積積 立立立立 金金金金 5,577,2255,577,2255,577,2255,577,225 0.70.70.70.7 2,932,5972,932,5972,932,5972,932,597 0000 0.00.00.00.0

93,941,75193,941,75193,941,75193,941,751 11.011.011.011.0 93,941,75193,941,75193,941,75193,941,751 24.124.124.124.1 投投投投 資資資資 出出出出 資資資資 貸貸貸貸 付付付付 80,857,75780,857,75780,857,75780,857,757 9.69.69.69.6 3,073,4573,073,4573,073,4573,073,457 693,420693,420693,420693,420 0.20.20.20.2

2,328,0972,328,0972,328,0972,328,097 0.30.30.30.3 0000 0.00.00.00.0 繰繰繰繰 出出出出 金金金金 59,956,16459,956,16459,956,16459,956,164 7.17.17.17.1 50,537,61750,537,61750,537,61750,537,617 42,745,73042,745,73042,745,73042,745,730 9.59.59.59.5

小小小小 計計計計 413,821,394413,821,394413,821,394413,821,394 48.648.648.648.6 385,975,691385,975,691385,975,691385,975,691 98.998.998.998.9 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 780,944780,944780,944780,944 0.10.10.10.1 780,944780,944780,944780,944 0.20.20.20.2 投投投投 資資資資 的的的的 経経経経 費費費費 87,722,30187,722,30187,722,30187,722,301 10.410.410.410.4 36,057,03136,057,03136,057,03136,057,031 413,839,536413,839,536413,839,536413,839,536

分分分分担担担担金金金金・・・・負負負負担担担担金金金金 5,180,8175,180,8175,180,8175,180,817 0.60.60.60.6 0000 0.00.00.00.0 うち人件費うち人件費うち人件費うち人件費 1,885,9481,885,9481,885,9481,885,948 0.20.20.20.2 1,316,3861,316,3861,316,3861,316,386 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 11,345,16211,345,16211,345,16211,345,162 1.31.31.31.3 2,437,5422,437,5422,437,5422,437,542 0.60.60.60.6

内訳内訳内訳内訳

手手手手 数数数数 料料料料 9,341,0299,341,0299,341,0299,341,029 1.11.11.11.1 0000

普通建設費普通建設費普通建設費普通建設費 87,722,30187,722,30187,722,30187,722,301 10.410.410.410.4 36,057,03136,057,03136,057,03136,057,031 448,372,327448,372,327448,372,327448,372,327

0.00.00.00.0 うち補助うち補助うち補助うち補助 41,297,69241,297,69241,297,69241,297,692 4.94.94.94.9 7,656,1397,656,1397,656,1397,656,139 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

国国国国 庫庫庫庫 支支支支 出出出出 金金金金 184,276,298184,276,298184,276,298184,276,298 21.721.721.721.7 0000 0.00.00.00.0 うち単独うち単独うち単独うち単独 45,637,14145,637,14145,637,14145,637,141 5.45.45.45.4 28,335,42428,335,42428,335,42428,335,424 うち臨財債　58,000,000うち臨財債　58,000,000うち臨財債　58,000,000うち臨財債　58,000,000

国国国国 提提提提 交交交交 付付付付 金金金金 69,69569,69569,69569,695 0.00.00.00.0 69,69569,69569,69569,695 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 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 34,435,66434,435,66434,435,66434,435,664 4.04.04.04.0 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 0000

財財財財 産産産産 収収収収 入入入入 6,274,9756,274,9756,274,9756,274,975 0.70.70.70.7 634,913634,913634,913634,913 0.20.20.20.2 ※減収補てん債、臨財債を除き

寄寄寄寄 付付付付 金金金金 569,143569,143569,143569,143 0.10.10.10.1 0000 0.00.00.00.0

繰繰繰繰 入入入入 金金金金 2,741,6752,741,6752,741,6752,741,675 0.30.30.30.3 0000 0.00.00.00.0

10.910.910.910.9 473,542473,542473,542473,542 0.10.10.10.1 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 越越越越 金金金金 6,214,6196,214,6196,214,6196,214,619 0.70.70.70.7 0000 0.00.00.00.0

地地地地 方方方方 債債債債 82,885,00082,885,00082,885,00082,885,000 9.79.79.79.7 0000 0.00.00.00.0 493,973,691493,973,691493,973,691493,973,691

諸諸諸諸 収収収収 入入入入 92,879,23892,879,23892,879,23892,879,238

合合合合 計計計計 850,815,653850,815,653850,815,653850,815,653 100.0100.0100.0100.0 390,372,327390,372,327390,372,327390,372,327 100.0100.0100.0100.0 合計合計合計合計 840,973,691840,973,691840,973,691840,973,691 100.0100.0100.0100.0 484,131,729484,131,729484,131,729484,131,729

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

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 ％％％％ 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 98,611,41398,611,41398,611,41398,611,413 議議議議 会会会会 費費費費93,908,95193,908,95193,908,95193,908,951 33.633.633.633.6 2.92.92.92.9 1,892,1051,892,1051,892,1051,892,105 0.20.20.20.2 1,892,0771,892,0771,892,0771,892,077

法法法法 人人人人 分分分分 28,814,18228,814,18228,814,18228,814,182 10.310.310.310.3 10.310.310.310.3 24,955,26524,955,26524,955,26524,955,265 2,675,3172,675,3172,675,3172,675,317 総総総総 務務務務 費費費費 57,215,10857,215,10857,215,10857,215,108 6.86.86.86.8 47,395,66547,395,66547,395,66547,395,665

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 税税税税 107,051,743107,051,743107,051,743107,051,743 38.338.338.338.3 △ 3.3△ 3.3△ 3.3△ 3.3 104,318,839104,318,839104,318,839104,318,839 民民民民 生生生生 費費費費 354,045,529354,045,529354,045,529354,045,529 42.142.142.142.1 156,054,384156,054,384156,054,384156,054,384

軽軽軽軽 自自自自 動動動動 車車車車 税税税税 1,567,9991,567,9991,567,9991,567,999 0.60.60.60.6 11.111.111.111.1 1,562,0921,562,0921,562,0921,562,092 衛衛衛衛 生生生生 費費費費 41,283,79441,283,79441,283,79441,283,794 4.94.94.94.9 25,657,92325,657,92325,657,92325,657,923

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 17,003,37417,003,37417,003,37417,003,374 6.16.16.16.1 24.424.424.424.4 16,902,15516,902,15516,902,15516,902,155 労労労労 働働働働 費費費費 1,344,9751,344,9751,344,9751,344,975 0.20.20.20.2 571,229571,229571,229571,229

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 663,153663,153663,153663,153 0.10.10.10.1 628,114628,114628,114628,114

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 0000 0.00.00.00.0 △ 100.0△ 100.0△ 100.0△ 100.0 ---- 商商商商 工工工工 費費費費 80,208,39980,208,39980,208,39980,208,399 9.59.59.59.5 4,583,8694,583,8694,583,8694,583,869

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 121,461,044121,461,044121,461,044121,461,044 14.414.414.414.4 84,299,36784,299,36784,299,36784,299,367

目目目目 的的的的 税税税税 31,197,65431,197,65431,197,65431,197,654 11.211.211.211.2 △ 2.3△ 2.3△ 2.3△ 2.3 8,254,4608,254,4608,254,4608,254,460 消消消消 防防防防 費費費費 18,971,58918,971,58918,971,58918,971,589 2.32.32.32.3 17,403,51617,403,51617,403,51617,403,516

入入入入 湯湯湯湯 税税税税 420,167420,167420,167420,167 0.20.20.20.2 6.36.36.36.3 ---- 教教教教 育育育育 費費費費 68,444,70568,444,70568,444,70568,444,705 8.18.18.18.1 54,916,04354,916,04354,916,04354,916,043

事事事事 業業業業 所所所所 税税税税 7,935,7367,935,7367,935,7367,935,736 2.82.82.82.8 2.32.32.32.3 8,254,4608,254,4608,254,4608,254,460 災災災災 害害害害 復復復復 旧旧旧旧 費費費費 0000 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 22,841,75122,841,75122,841,75122,841,751 8.28.28.28.2 △ 4.0△ 4.0△ 4.0△ 4.0 ---- 公公公公 債債債債 費費費費 82,034,94682,034,94682,034,94682,034,946 9.89.89.89.8 79,628,18779,628,18779,628,18779,628,187

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 13,408,34413,408,34413,408,34413,408,344 1.61.61.61.6 11,101,35511,101,35511,101,35511,101,355

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 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 840,973,691840,973,691840,973,691840,973,691 100.0100.0100.0100.0 484,131,729484,131,729484,131,729484,131,729

合合合合 計計計計 279,543,903279,543,903279,543,903279,543,903 100.0100.0100.0100.0 1.61.61.61.6 254,604,224254,604,224254,604,224254,604,224 2,675,3172,675,3172,675,3172,675,317

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 3,0003,0003,0003,000 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 50505050 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 市町村税合計市町村税合計市町村税合計市町村税合計 98.998.998.998.9 37.837.837.837.8 96.796.796.796.7

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 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 98.598.598.598.5 35.435.435.435.4 95.395.395.395.3

５号５号５号５号 160160160160 千円千円千円千円

1.0倍1.0倍1.0倍1.0倍 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 99.299.299.299.2 43.843.843.843.8 97.897.897.897.8法人税割法人税割法人税割法人税割 12.3/100    14.5/100   12.3/100    14.5/100   12.3/100    14.5/100   12.3/100    14.5/100   

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


