
うち個人住民税 うち法人住民税 うち臨時財政対策債 うち補助 うち単独

413,449 171,199 54,572 11,695 65,306 40,149 18,659 136,795 78,622 81,775 51,804 37,504 16,646 20,858 163,744

(573,330) (237,784) (79,850) (16,215) (84,506) (55,054) (29,359) (195,986) (112,104) (116,040) (69,744) (53,685) (22,856) (30,830) (221,757)

3.3 0.9 ▲4.1 20.1 5.1 0.3 ▲2.1 6.5 ▲ 3.1 13.2 1.1 ▲3.3 ▲6.0 ▲1.0 4.4

(2.7) (1.3) （▲3.0） (19.7) (3.7) (0.3) (3.2) (4.9) (▲ 2.2) (12.3) (0.3) (▲4.9) (▲1.1) (▲7.5) (3.5)

100.0 41.4 13.2 2.8 15.8 9.7 4.5 33.1 19.0 19.8 12.5 9.1 4.0 5.0 39.6

(100.0) (41.5) (13.9) (2.8) (14.7) (9.6) (5.1) (34.2) (19.6) (20.2) (12.2) (9.4) (4.0) (5.4) (38.7)

80,088 22,608 7,369 1,344 25,970 8,324 3,676 23,186 15,541 8,921 9,217 11,122 4,659 6,463 35,287

(93,855) (28,232) (9,620) (1,601) (28,555) (9,459) (4,576) (27,609) (18,490) (10,778) (10,353) (12,374) (5,352) (7,021) (41,860)

1.6 ▲1.6 ▲5.1 33.0 8.3 ▲6.4 ▲26.5 0.8 0.1 14.2 ▲1.5 3.1 ▲15.0 21.9 ▲0.2

（1.9） (▲1.5) （▲5.5） （30.7） （8.4） （▲7.0） （▲25.7） （2.5） (0.3) （14.6） (▲1.9) (2.5) (▲8.5) (12.8) (0.5)

100.0 28.2 9.2 1.7 32.4 10.4 4.6 29.0 19.4 11.1 11.5 13.9 5.8 8.1 44.1

(100.0) (30.1) (10.2) (1.7) (30.4) (10.1) (4.9) (29.4) (19.7) (11.5) (11.0) (13.2) (5.7) (7.5) (44.6)

493,537 193,806 61,941 13,038 91,276 48,473 22,335 159,982 94,163 90,696 61,020 48,626 21,305 27,321 199,032

(667,185) (266,016) (89,471) (17,816) (113,061) (64,513) (33,935) (223,595) (130,594) (126,819) (80,097) (66,059) (28,208) (37,851) (263,616)

3.0 0.6 ▲4.2 21.3 6.0 ▲0.9 ▲7.2 5.6 ▲ 2.6 13.3 0.7 ▲1.9 ▲8.1 3.6 3.6

（2.6） (1.0) （▲3.3） （20.7） （4.8） （▲0.8） （▲1.9） （4.6） (▲ 1.8) （12.5） (0.0) (▲3.6) (▲2.6) (▲4.3) (3.1)

100.0 39.3 12.6 2.6 18.5 9.8 4.5 32.4 19.1 18.4 12.4 9.9 4.3 5.5 40.3

(100.0) (39.9) (13.4) (2.7) (16.9) (9.7) (5.1) (33.5) (19.6) (19.0) (12.0) (9.9) (4.2) (5.7) (39.5)

（注）１ 平成２３年度当初で骨格予算を編成した５団体（津市、鈴鹿市、東員町、朝日町、度会町）を除く２４市町

  について集計、比較したものです。

２ カッコ書きは、骨格予算を編成した市町を含んだものです。
３ ▲はマイナスの表示として使用しています。

４ 対前年度伸率は、平成２２年度当初予算（骨格予算等を編成していた市町については肉付け後）との比較です。

５ 各欄において表示単位未満を四捨五入しており、表内において一致しない場合があります。

区 分

(単位：百万円、％）
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市町行財政室

予算規模

歳 入 歳 出

地方交付税 その他 人件費 公債費
普 通 建 設 事 業

その他扶助費

構成比

地 方 税 地 方 債

町

予算額

対前年度伸率

市

予算額

対前年度伸率

構成比

計

予算額

対前年度伸率

構成比


