
平成２１年度 一 般 会 計 予 算  性 質 別 内 訳
（　）内は前年度数値  　　(単位：千円）

区　　分 予算総額 人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 投資的事業 公債費
出資金
貸付金

繰出金 積立金 予備費

本年度当初 6,611,000 1,113,818 742,915 48,942 831,288 1,633,496 1,069,100 139,145 485,521 11 20,000

前年度当初 7,152,000 1,115,205 752,473 49,085 792,278 2,072,116 1,111,470 169,734 569,242 9 20,000

比　　較 ▲541,000 ▲1,387 ▲9,558 ▲143 39,010 ▲438,620 ▲42,370 ▲30,589 ▲83,721 2 0

対　　比 ▲7.6% ▲0.1% ▲1.3% ▲0.3% 4.9% ▲21.2% ▲3.8% ▲18.0% ▲14.7% 22.2% 0.0%

(44,740) (51,952) (642) (10) (466,114) (2,072,116) (1,109,470) (43,751) (569,242)

　投資的事業振替人件費 (議員) 賃金 総務費 中卒者就職 10 (他会計等) (普通) (長期) (出資) (他会計分) (9) (20,000)

 44,726 41,377 806 (3,195) 604,588 1,633,496 1,067,100 16,051 485,521 基金積立 予備費

(21,842) (30,780) (11,283) (420) 老人福祉施設措置 3,596 (199,009) (875,541) (946,933) (42,551) (0) 11 20,000

給与費    15,230 報酬 旅費 民生費 (150) 病院 補助 元金 病院 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊｲﾂ
30,780 10,295 447 老人医療 0 199,093 801,928 921,173 16,051 0

(0) (8,978) (2,345) (614) (31,120) (6,018) (128,853)

準職賃金等 0 手当 交際費 衛生費 重度医療 29,600 上水道 (1,196,575) (162,537) (1,200) 介護保険 

(21,842) 8,978 2,347 517 (92,072) 4,204 単独 利子 公庫 139,200

合　　計 15,230 (4,937) (237,217) (60) 療養給付 105,927 (261,087) 831,568 145,927 0 (111,148)

共済 需用費 農林業費 (1,208) 消防 国保
4,923 215,614 50 障害者タクシー 1,324 0 (0) (2,000) (125,983) 111,507

(45) (33,221) (130) (156,841) (0) (災害) (一借利子) (貸付金) (9,492)

負担 役務費 商工費 障害者自立支援 160,288 富良野広域連合 0 2,000 123,094 老人保健
45 31,507 180 (53,250) 401,291 (0) (800) 1,064

(990,020) (395,334) (42,018) 児童手当 52,280 (20,461) 単独 低所得者 (30,339)

(職員等) 委託料 土木費 (49,397) 社会福祉協議会 0 800 高齢者医療
990,542 415,714 41,453 わかば運営負担 51,079 21,879 (30,543) 31,178

(490,831) (17,564) (5,201) (50,558) (17,722) (0) 農業振興 (60,081)

給料 使用料賃借料 教育費 西保育所 46,607 商工会等 補助 26,524 簡易水道
479,281 17,733 5,489 (5,100) 17,119 0 (89,270) 36,684

(359,698) (618) ひとり親医療 5,600 (14,046) 中小企業 (229,329)

手当等 原材料 (6,385) 観光協会 89,150 下水道
357,464 541 保育所 6,348 15,188 (5,370) 165,888

(137,178) (2,939) (90) (12,839) しろがね償還

共済費 備品 被災者見舞 90 農地･水環境保全 6,620

151,577 7,787 (21,280) 12,832 (0)

(1,313) 乳幼児医療 28,300 (9,966) 上高修学資金 (0)

公務災害等 (0) 農業基盤強化利子 0 (土地基金)
1,220 　需用費内訳 妊婦健診 7,121 11,013 0

(1,000) (44,764) (6,710) (9,517)

互助会 消耗品費 小学校 6,862 放課後ﾌﾟﾗﾝ指導員
1,000 47,435 (4,235) 9,517

(71,076) (90,136) 中学校 4,486 (8,390)

(各委員会等報酬)燃料費 (18,787) 住民会交付金
69,069 67,178 幼稚園 17,246 8,212

(9,369) (220) (6,550)

(臨職) 食糧費 観光諸行事
9,481 120 6,550

(0) (11,293) (45,000)

賃金 印刷製本費 生産振興
0 10,822 5,000

(9,048) (77,686) (6,889)

共済 光熱水費 障害児保育
9,126 76,413 4,652

(321) (13,118) (3,796)

公務災害 修繕費 生活灯電気料
355 13,646 4,389

(0) (4,240)

退職手当等 高齢者事業団
0 4,240

％表示計数は、小数点第２位を四捨五入しています。
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