
平成２２年度 一 般 会 計 予 算 （案） 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 6,230,000 1,175,436 759,638 50,092 920,393 1,070,197 1,006,233 140,912 435,961 11 20,000

前年度当初 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

比　　較 ▲381,000 61,618 16,723 1,150 89,105 ▲563,299 ▲62,867 1,767 ▲49,560 0 0

対　　比 ▲5.8% 5.5% 2.3% 2.3% 10.7% ▲34.5% ▲5.9% 1.3% ▲10.2% 0.0% 0.0%

(44,726) (41,377) (806) (10) (626,467) (1,633,496) (1,067,100) (16,051) (485,521)

　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) (11) (20,000)

 44,726 60,885 750 (3,596) 687,088 1,070,197 1,004,233 17,935 435,961 基金積立 予備費

(15,230) (30,780) (10,295) (447) 老人福祉施設措置 1,880 (199,093) (801,928) (921,173) (16,051) (0) 11 20,000

給与費    10,238 報酬 旅費 民生費 (0) 病院 補助 元金 病院 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊｲﾂ
30,780 11,569 671 児童・子ども手当 115,796 226,812 562,424 870,927 17,935 350

(0) (8,978) (2,347) (517) (29,600) (4,204) (139,200)

準職賃金等 0 手当 交際費 衛生費 重度医療 29,600 上水道 (831,568) (145,927) 介護保険 

(15,230) 8,978 2,342 162 (105,927) 11,174 単独 利子 141,190

合　　計 10,238 (4,923) (215,614) (50) 療養給付 109,638 (401,291) 507,773 133,306 (111,507)

共済 需用費 農林業費 (1,324) 富良野広域連合 国保
4,923 217,065 158 障害者タクシー 1,324 427,407 (0) (2,000) (123,094) 112,992

(45) (31,507) (180) (160,288) (21,879) (災害) (一借利子) (貸付金) (1,064)

負担 役務費 商工費 障害者自立支援 209,059 社会福祉協議会 0 2,000 122,977 老人保健
45 33,003 60 (52,280) 21,695 (0) (800) 46

(990,542) (415,714) (41,453) 児童手当 0 (17,119) 単独 低所得者 (31,178)

(職員等) 委託料 土木費 (51,079) 商工振興 0 800 高齢者医療
1,038,267 410,786 43,531 わかば運営負担 59,448 16,983 (26,524) 32,994

(479,281) (17,733) (5,489) (46,607) (9,517) (0) 農業振興 (36,684)

給料 使用料賃借料 教育費 西保育所 55,696 放課後ﾌﾟﾗﾝ指導員 補助 26,524 簡易水道
471,426 19,077 4,760 (5,600) 13,434 0 (89,150) 39,962

(357,464) (541) ひとり親医療 5,900 (12,832) 中小企業 (165,888)

手当等 原材料 (6,348) 農地･水環境保全 89,000 下水道
414,162 697 保育所 6,348 12,831 (6,620) 108,427

(151,577) (7,787) (90) (15,188) しろがね償還

共済費 備品 被災者見舞 90 観光協会 6,653

150,502 4,214 (28,300) 11,857 (0)

(1,220) 乳幼児医療 30,600 (0) 上高修学資金 (0)

公務災害等 (7,121) 農業基盤強化利子 0 (土地基金)
1,177 　需用費内訳 妊婦健診 0 10,747 0

(1,000) (47,435) (6,862) (3,545)

互助会 消耗品費 小学校 6,521 企業振興
1,000 49,825 (4,486) 8,750

(69,069) (67,178) 中学校 4,441 (8,124)

(各委員会等報酬)燃料費 (17,246) 住民会交付金
84,275 66,939 幼稚園 14,776 8,145

(9,481) (120) (6,550)

(臨職) 食糧費 観光諸行事
8,168 211 6,550

(0) (10,822) (0)

賃金 印刷製本費 青少年海外派遣
0 11,972 6,320

(9,126) (76,413) (0)

共済 光熱水費 国内外交流
7,882 76,113 6,080

(355) (13,646) (4,652)

公務災害 修繕費 障害児保育
286 12,005 5,024

(0) (5,000)

退職手当等 生産振興
0 5,000

％表示計数は、小数点第２位を四捨五入しています。

651,127

526,764

124,363

23.6%


