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1. 岩手県の概要



Iwate Prefecture
（1）基本データ

 本県は本州の北東部に位置し、東西約122キロメートル、南北約189キロメートルと南北に長い楕円の形をしています。その広さは北
海道に次ぐ面積であり、日本面積の４％を占めています。

 内陸部の大部分は山岳丘陵地帯で占められ、西側には秋田県との県境に奥羽山脈があり、これと平行して東部には北
上高地が広がっています。そして、この二つの山系の間を北上川が南に流れ、その流域に平野が広がっています。

 沿岸部は、宮古市より北では、典型的な隆起海岸で、海食崖や海岸段丘が発達しています。一方、宮古市より南側は
北上高地の裾野が沈水してできた、日本における代表的なリアス式海岸で、対照的な景観をみせています。

岩手県の地勢

 奥羽山脈の山沿い地方は、冬に雪の多い日本海側の気候を、北上高地は高原性、盆地性の気候を示します。また、
北上川沿いの平野部は、全般的に冬は寒さがきびしく、夏は暑い内陸性の気候を示します。

 沿岸部では海洋性の気候を示しますが、宮古市以北では寒流の影響のため全般的に気温が低く、冷害などの気象災
害がおこりがちです。

岩手県の気候

岩手山（八幡平市、滝沢市、雫石町） 山王岩（宮古市）

【出所】
図 ：いわてデジタルマップ
左写真：#iiiwateフォトコンテスト2019入賞「威厳」
右写真：#iiiwateフォトコンテスト2021入賞

「白亜紀の記憶 三王岩」 4



Iwate Prefecture
（2）交通インフラ

 1970年代には東北縦貫自動車道、花巻空港など高速交通幹線の整備が図られ、1980年以降には、東北新幹線の開業や花巻空港の
ジェット化など交通体系の整備が進みました。

 東京駅・盛岡駅間は東北新幹線で最短2時間10分、大阪（伊丹）空港・いわて花巻空港間は飛行機で約１時間20分と、首都圏・関西
圏とのアクセスも良好です。

県外とを結ぶ交通体系の整備（主なもの）

県外との高速交通網は高度経済期にほぼ整備

 平成23年の東日本大震災津波以降、三陸沿岸の
縦貫軸及び内陸部と沿岸部を結ぶ高規格幹線道
路等について、整備を促進してきました。

 平成31年３月９日に東北横断自動車道釜石秋田
線が、令和３年３月28日には宮古盛岡横断道路
が全線開通し、沿岸部と内陸部のアクセスが大
幅に向上しました。

 令和３年12月18日には三陸沿岸道路が全線開
通しました。

復興支援道路の整備

県内東西の交通の便も足許大きく改善
【図出所】岩手県企業立地ガイド

西暦 種別 内容
1964 いわて花巻空港 供用開始
1977 東北自動車道 一関-盛岡南間開通
1978 東北自動車道 築館-一関間開通、本線と接続
1982 東北新幹線 大宮-盛岡間開業
1983 東北自動車道 県内区間全通
1991 東北新幹線 東京-上野間開業、東京駅乗入開始
2002 東北新幹線 盛岡-八戸間開業、県内区間全通
2005 いわて花巻空港 滑走路を2,500ｍに延伸

2011 いわて花巻空港 国際線チェックカウンター施設等の供
用開始

5
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（3）観光名所

 ３つの世界遺産や「十和田八幡平国立公園」、「三陸復興国立公園」の２つの国立公園、さらには「三陸ジオパーク」など、本県なら
ではの観光資源が数多く存在しています。

【写真出所】岩手県観光ポータルサイト「いわての旅」

大沢温泉（花巻市）

安比高原（八幡平市）

猊鼻渓（一関市）

龍泉洞（岩泉町）

浄土ヶ浜（宮古市）

6



Iwate Prefecture
（3）観光名所（３つの世界遺産）

 令和３年の「御所野遺跡」の世界遺産登録により、本県は３つの世界遺産を有することとなりました。
 先史、中世、近代のそれぞれの世界遺産を有することは、本県の歴史・文化の多様性を示すものです。

 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資
産のひとつとして、令和3年に世界遺産に
登録されました。

 御所野遺跡は、縄文時代中期後半（4000
～4500年前）の大規模な集落跡。約500
年間という長期にわたって人々が定住した
集落跡と考えられています。

御所野遺跡
～北海道･北東北の縄文遺跡群～

 ｢明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造
船、石炭産業｣の構成資産のひとつとして、
平成27年に世界遺産に登録されました。

 橋野鉄鉱山は、鉄鉱石の採掘場跡、運搬路
跡及び高炉場跡により構成される鉄鉱山及
び製鉄所の総称です。橋野高炉跡は、近代
製鉄の父と呼ばれている大島高任の指導に
より築造された、現存する日本最古の洋式
高炉跡です。

橋野鉄鉱山
～明治日本の産業革命遺産
製鉄･製鋼･造船･石炭産業～

 平成23年に世界遺産に登録されました。

 平泉の世界遺産は、奥州藤原氏が三代にわ
たって、浄土思想の考え方に基づき、この
世に理想の世界を創り出そうとしたもので
す。

 登録されている構成資産は、中尊寺、毛越
寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山の
5つです。

平泉
～仏国土（浄土）を表す

建築･庭園及び考古学的遺跡群～

世界遺産の登録件数３件は、都道府県別の登録数で奈良県・鹿児島県と並び国内最多
7



Iwate Prefecture
（4）全国シェア№１の食材

 広大な面積を有する本県は、豊かな大地、世界有数の漁場である三陸の海など、恵まれた自然や環境のもと、多彩な農林水産業が営ま
れている全国有数の食料供給基地です。

あわび
全国シェア17.8%

中国や香港でも最高級品として取引されている

いわて短角和牛
日本短角種では全国シェア41.0%

低脂肪でアミノ酸豊富なヘルシーな牛肉

まつたけ
全国シェア60.1%

本県は風味・香り・形の三拍子が揃った
最高級のまつたけが採れる場所として有名

ホップ
全国シェア48.7%

国内屈指のホップ産地である
遠野市では、「ホップの里からビールの里へ」を

合言葉に新しいまちづくりの取り組みが行われている
※シェアは令和2年実績 8



Iwate Prefecture

詩人、童話作家。
代表作は、｢春と修羅｣｢注文の多い料理店｣

｢銀河鉄道の夜｣｢風の又三郎｣等

宮沢賢治（花巻市）

歌人。｢一握の砂｣を刊行し評価を得たが、
26歳の若さで没した

石川啄木（盛岡市）

国際連盟事務次長などを務め、
諸外国の日本理解に尽力した国際人

新渡戸稲造（盛岡市）

初の爵位を持たない総理大臣となり
「平民宰相」と呼ばれた

（5）いわての人

 現在、多くの本県出身アスリートが、国内外で活躍しています。県が平成19年度から実施している「いわてスーパーキッズ発掘・育
成事業」の修了生からは、オリンピック金メダリストも生まれました。

 また、分野を問わず多方面にわたり多くの先人を輩出しています。

【スキージャンプ】
北京オリンピック ノーマルヒル金メダル

ワールドカップ総合優勝2回、等

小林陵侑選手（八幡平市）

【野球・大リーグ】
ロサンゼルス・エンゼルス所属

2015年最多勝･2016年MVP他（日本）
2021年シーズンMVP他（大リーグ）

大谷翔平選手（奥州市）

【野球･大リーグ】
トロント･ブルージェイズ所属

2017年最多勝利･最優秀防御率他（日本）

菊池雄星選手（盛岡市）

【プロ野球】
千葉ロッテマリーンズ所属

2022年完全試合達成、1試合19奪三振他

佐々木朗希選手（陸前高田市）
 夏季オリンピック、冬季オリンピックを目標に、世界で活躍するトップアスリートとなる人材を発掘・育

成を目指しています。

 2022北京オリンピックにおいて、第１期生の小林陵侑さんがジャンプ男子個人ノーマルヒルで金メダル、
ラージヒルで銀メダルを獲得するなど、世界大会や全国大会等で多くの修了生が活躍しています。

いわてスーパーキッズ発掘・育成事業

国内外で活躍する
岩手県出身のスポーツ選手

原敬（盛岡市）

こんな先人も岩手県出身

※所属先は令和４年９月１日現在 9
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製造業, 16.5

不動産業, 12.2

卸売・小売業, 
11.4

建設業, 10.6
保健衛生・

社会事業, 9.8

運輸・
郵便業, 5.8

専門・科学技術、
業務支援サービス業, 5.7

公務, 5.5

教育, 4.4

その他のサービス, 
3.7

金融・保険業, 
3.3

農林水産業, 2.9

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業, 2.9

情報通信業, 2.5 宿泊・飲食
サービス業, 2.2

鉱業, 0.2

（6）岩手県の産業

 県内総生産（名目）から見た本県の産業構造の構成比は、第1次産業（農林水産業）が2.9％、第2次産業（鉱業、製造業、建設業）が
27.2％、第3次産業（その他）が69.4％となっており、特に製造業が16.5%と最も高い割合となっています。

 製造業については、自動車関連産業、半導体関連産業、医療機器等関連産業を戦略産業に位置付け、産業集積の促進やものづくり人材
の育成・確保・定着に取り組んでいます。

県内総生産（名目）からみた産業構造

【出所】岩手県企業立地ガイド【出所】令和元年度県民経済計算

輸送用機械器具製造業の出荷額推移 半導体関連製造品出荷額推移

ものづくり産業振興施策

単位：％

10

※輸入品に課される税・関税等を加減算していないため、構成比の合計は
100にならない。
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高田海岸（陸前高田市）

96.9% 3.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

まちづくり連携道路整備事業（計画32箇所）

完了 実施中

（7）東日本大震災津波からの復旧・復興①

 国からの手厚い財政支援措置の実現などにより、復旧・復興事業は着実に進展してきました。
 復興道路が令和３年12月に全線開通、災害公営住宅の整備が令和２年12月までに完了、商業施設や水産加工施設が順次再開されるな
ど、計画されたハード事業の多くが完了しました。

安全の確保

11
被災前 被災直後 令和３年３月

主な復興事業の進捗状況（令和４年３月31日時点）

海岸保全施設等整備事業（計画113箇所） まちづくり連携道路整備事業（計画32箇所）
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100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

漁港災害復旧事業（計画31漁港）

完了 工事中

（7）東日本大震災津波からの復旧・復興②

暮らしの再建 なりわいの再生

12

栃ヶ沢災害公営住宅（陸前高田市） 音部漁港（宮古市）

平成23年８月 平成28年８月
【音部漁港写真出所：いわて震災津波アーカイブ／提供者：宮古市】

災害公営住宅整備事業（計画5,833戸） 漁港災害復旧備事業（計画31漁港）

主な復興事業の進捗状況（令和４年３月31日時点）
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【出所】 1945～2020：国勢調査（総務省）
2025～2045：日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、出生中位・死亡中位）

（8）人口推移

実績
（国勢調査人口）

推計
（将来人口推計）

65歳以上ピーク

75歳以上ピーク

人口ビジョンでは
100万人の確保を

目指す

 国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県の人口は2040年に96万人程度になると見込まれています。
 超長期的な人口増の可能性も視野に入れながら、2040年に100万人程度の人口を確保することを目指し、取組を進めています。

 本県人口は、1960年の145万人をピーク
に、現在は約120万人となっており、
2045年（約25年後）にはピーク時の2/3
以下、90万人を切る推計となっています。
（出生中位・死亡中位の場合）

※ なお、「岩手県人口ビジョン」（令和２
年３月改定）では、2040年に100万人の
人口を確保することを目指しています。

 15歳未満人口は減少を続けており、
2045年にはピーク時（1955年）52万人
の15％となる8万人まで減少する見込み
です。

 高齢者人口は、65歳以上は2025年を
ピークに、75歳以上は2035年をピーク
に減少に転じる見込みです。

岩手県の人口推移
岩手県の総人口の推移

年齢 比率 全国順位

15歳未満 11.1% 43位

15歳～64歳 55.1% 34位

65歳以上 33.8% 8位

年齢別人口構成（令和2年国勢調査）

13

2040年
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2. いわて県民計画（2019～2028）



Iwate Prefecture
（1）いわて県民計画（2019～2028）の概要①

 「幸福」をキーワードとする10年間の長期計画「いわて県民計画（2019～2028）」を策定し、幸福を実感できる地域社会の実現に
向けて取組を進めています。

基本目標

東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に取り組みながら、
お互いに幸福を守り育てる希望郷いわて

 県民一人ひとりがお互いに支え合いながら、幸福を追求していくことができる地域社
会の実現を目指し、幸福を守り育てるための取組を進めること

 地域社会を構成するあらゆる主体が、それぞれ主体性を持ち、共に支え合いながら岩
手県の将来像を描き、その実現に向けて、みんなで行動していくこと

 社会的に弱い立場にある方々が孤立することのないように、社会的包摂（ソーシャ
ル・インクルージョン）の観点に立った取組を進めること

計画の理念

 復興施策も含めた県行政の全般にわたる政策や施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に
定める県の最上位計画。

 2019年度から2028年度の10年間を計画期間としている。

「いわて県民計画」とは
いわて県民計画 長期ビジョン

（概要版）

15



Iwate Prefecture
（1）いわて県民計画（2019～2028）の概要②

【出所】いわて県民計画 長期ビジョン（概要版） 16



Iwate Prefecture
（1）いわて県民計画（2019～2028）の概要③

【出所】いわて県民計画 長期ビジョン（概要版） 17
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人口減少対策関係の施策

令和４年度当初予算における主な取組： ３つの重点テーマの推進

（2）令和４年度当初予算の概要①

『コロナ禍を乗り越え復興創生をデジタル・グリーンで実現する予算』
～新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、東日本大震災津波からの復興を進めるとともに、人口減少対策やデジタル化の推進、

グリーン社会の実現などにより、「お互いに幸福を守り育てるいわて」の着実な実現に繋げていく予算～

 新型コロナウイルス感染症対策として、医療提供体制の強化やワクチン接種体制の確保などの感染拡大防止対策を図りつつ、社会生活・経済活動を支える取組
を実施

 「いわて県民計画（2019～2028）」のもと、県民の幸福度向上を図る10の政策やILCプロジェクトなどの「新しい時代を切り拓くプロジェクト」を着実に推
進するとともに、人口減少社会への対応、デジタル化の推進、グリーン社会の実現の３つのテーマに沿った取組について、重点的に実施

 東日本大震災津波からの復旧・復興に係る事業については、被災者の心のケア、伝承・発信等、必要な取組を着実に実施

 中期財政見通しを踏まえ、地方創生推進交付金や有利な地方債など地方財政措置を最大限活用し、財政健全化に配慮

人口減少社会への対応 デジタル化の推進 グリーン社会の実現

ふるさと振興総合戦略

自然減対策 社会減対策

いわてで生み育てる
支援本部会議

いわてで働こう
推進本部会議

 ふるさと振興総合戦略のもと、自然減対策及
び社会減対策を強化するとともに、部局横断
による取組を推進・展開します

全ての県民がデジタル化の恩恵を
享受することができる岩手の実現

行政のDX推進
 業務の効率化
 行政サービスの向上

社会･暮らしのDX推進
 県民の利便性向上
 新しい暮らしの実現

産業のDX推進
 産業の生産性向上
 産業の高付加価値化部局横断の展開
DXを支える基盤整備の促進
 誰もがデジタル利活用で

きる環境の整備

 全ての県民がデジタル化の恩恵を享受するこ
とができる岩手の実現に向け、行政や産業、
社会・暮らしのDXを推進するとともに、DX
を支える基盤整備を促進します

 地域の強みで地域経済と環境の好循環をもた
らす岩手の実現に向け、水素の利活用や自立
分散型エネルギーの導入を促進するとともに、
豊富な森林資源の利用を促進します。

地域の強みで地域経済と環境に好循環をも
たらす「グリーン社会の実現」に取り組む

水素利活用

自立分散型エネルギー 森林の循環利用
再エネの供給･利用･再整備

地域新電力の設立支援・地域
再エネの地産地消・災害に強
いエネルギー供給体制

森林整備の促進・県産木材の
利用促進・オフセットクレ
ジット
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Iwate Prefecture

（単位：億円）

通常分
7,445 
94.0%

自主財源
3,286 
41.5%

依存財源
4,160 
52.5%

震災分
477 

6.0%

県税
1,307 
16.5%

地方消費税
清算金
589 

7.4%
繰入金
196 

2.5%

諸収入
1,093 
13.8%

その他
100 

1.3%

地方交付税
2,159 
27.2%

国庫支出金
1,192 
15.0%

県債
545 

6.9%

その他
265 

3.3%

（44.1%）

（55.9%）

（17.6%）

（29.0%）

（16.0%）
通常分
7,445 
94.0%

義務的経費
2,792 
35.2%

投資的経費
843 

10.6%

その他の経費
3,811 
48.1%

震災分
477 

6.0%

人件費
1,755 
22.2%

扶助費
125 

1.6%

公債費
912 

11.5%

普通建設
事業費
730 

9.2%

災害復旧
事業費
113 

1.4%

物件費、
維持補修費

476 
6.0%

補助費等
2,165 
27.3%

貸付金
1,022 
12.9%

その他
148 

1.9%

（37.5%）

（11.3%）

（51.2%）

（23.6%）

（12.2%）

（29.1%）

（9.8%）

 令和４年度当初予算は7,922億円（通常分7,445億円（うち新型コロナウイルス感染症対応分966億円）、震災分477億円）となって
います。

 通常分の歳入のうち、自主財源は44.1％、依存財源は55.9％。地方交付税（震災復興特別交付税除く）は通常分の歳入の約３割を占め
ています。

 通常分の歳出のうち、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）の割合は昨年度から0.6ポイント低下し、37.5％となっています。

（2）令和４年度当初予算の概要②

※ （ ）は通常分に占める割合

歳入：7,922 億円 歳出：7,922 億円

（単位：億円）
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3. 岩手県の財政状況



Iwate Prefecture
（1）決算収支の推移：普通会計決算収支の推移（全体）

 東日本大震災津波からの復旧・復興事業の増加により、平成23年度以降の財政規模は１兆円を超えていましたが、近年は概ね減少傾向
にあります。

 通常分については、平成14年度頃までは、国の経済対策等への対応等により、最大で１兆円近くの財政規模となっていましたが、近年
は東日本大震災津波からの復旧・復興事業への対応もあり、7,000億円前後で推移しています。

 震災分については、平成23年の発災以降、災害廃棄物の処理、被災した公共施設やインフラの復旧事業、まちづくりや防潮堤整備と
いった復興事業などを実施してきましたが、事業の進捗により、規模は減少しています。

【出典】地方財政状況調査（決算統計）、震災分とは、「復旧・復興事業分」、「緊急防災・減災事業分」、「全国防災事業分」の合計。通常分とは全体から震災分を除いた分である。

普通会計決算 歳入歳出推移（全体）
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Iwate Prefecture
（2）歳入決算の推移：普通会計歳入決算の推移（通常分）

 普通会計の歳入決算（通常分）は、東日本大震災津波以降ほぼ横ばいで推移しています。
 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症に係る国庫支出金や、制度融資に係る諸収入の増等により対前年度比1,347億円の増となっ
ています。

【出典】地方財政状況調査（決算統計）、通常分とは、「復旧・復興事業分」、「緊急防災・減災事業分」、「全国防災事業分」を除いた分である

普通会計 歳入決算推移（通常分）
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Iwate Prefecture

9,348

6,503

7,696

12,512

9,193
10,033

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（億円）

（3）歳出決算の推移①：普通会計歳出決算の推移（性質別･通常分）

 公債費は、近年は平成26年度をピークに減少傾向にありますが、引き続き他県と比べると高水準で推移しています。
 投資的経費は、東日本大震災津波からの復旧･復興事業を優先したことにより震災直後は減少しましたが、近年は増加傾向にあります。
 補助費等は、社会保障関係費の増の影響で、近年増加傾向にあります。

【出典】地方財政状況調査（決算統計）、通常分とは、「復旧・復興事業分」、「緊急防災・減災事業分」、「全国防災事業分」を除いた分である

普通会計 歳出決算推移（通常分）
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Iwate Prefecture

0.0%
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（3）歳出決算の推移②：投資的経費・義務的経費の推移（通常分）

 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）は50％に近い水準で推移していましたが、近年は低下傾向にあります。
 投資的経費はピーク時の40％程度から、近年は10％台にまで低下しています。

普通会計 歳出決算に占める投資的経費・義務的経費の推移（通常分）

【出典】地方財政状況調査（決算統計）、通常分とは、「復旧・復興事業分」、「緊急防災・減災事業分」、「全国防災事業分」を除いた分である

義務的経費

投資的経費
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Iwate Prefecture

1,295 1,294 1,333 1,300 1,280

19.0

13.0

19.2 19.3
15.5
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（％）（億円）

個人県民税 地方法人二税 地方消費税 自動車税 その他 通常分に占める県税の割合（右軸）

（4）県税収入の推移

 平成23年度から平成30年度までは、復興需要や消費税率の引上げを背景に増収傾向となっていました。
 通常分歳入に占める県税の割合（折れ線）は、税制改正等の影響で増加傾向にありますが、20％未満の状況が続いています。

【出典】地方財政状況調査（決算統計）

県税収入の推移
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Iwate Prefecture
（5）県債発行額の推移

 平成16年度頃までは、国の経済対策への対応等により、1,000億円を超える規模で発行していました。
 近年は平成25年度に策定した公債費負担適正化計画に基づく県債の発行抑制策を採ったこともあり、800億円前後で推移しています。
 令和２年度は、国の経済対策への対応や、減収補てん債の発行等により、増加しています。

【出典】各年度の予算議案 ※令和３年度は最終予算額、令和４年度は当初予算額

県債発行額の推移（一般会計）

1,534

291
439

676

105

1,547

1,166 1,182

720
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3※ R4※

（億円）

通常債 臨時財政対策債
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Iwate Prefecture

12,844

7,461 7,386

5,283 5,157 4,928
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通常債 臨時財政対策債

（6）県債残高の推移

 県債残高は、平成22年度まで増加傾向にありましたが、近年は公債費負担計画による発行抑制により減少傾向にあります。
 臨時財政対策債以外の県債残高については、平成14年度をピークに減少傾向の一方、臨時財政対策債の残高は近年横ばいで推移して
います。

県債残高の推移（一般会計）

【出典】各年度の予算議案 ※令和３年度は最終予算額、令和４年度は当初予算額 27



Iwate Prefecture

財政調整基金

347

県債管理基金 298

公共施設等整備基金

地域振興基金
34
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（億円）

財政調整基金 県債管理基金 公共施設等整備基金 地域振興基金

（7）財源対策基金の残高（年度末残高）

 財源対策基金残高は、平成８年度をピークに減少し、震災後に一度増加しましたが、近年は再び減少傾向となっていました。
 令和３年度については、法人関係税の税収が、当初の見込みより増収になったことに伴い、後年度に見合い分の普通交付税が減額され
る見込みであることなどから、約300億円の積立を行っています。

【出典】地方財政状況調査（決算統計）、令和２年度までは決算額。令和３年度は最終予算後の額。
※ 財源対策３基金は、財政調整基金、県債管理基金（満期一括償還のための積立分を除く）、公共施設等整備基金（～H22）、地域振興基金（H23～、三陸・北いわて地域

活性化推進積立金分を除く）を指します。

財源対策3基金の残高
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Iwate Prefecture
（8）主な財政指標の状況①

 財政健全化法における財政指標①～⑤については、早期健全化基準を大きく下回っています。
 令和２年度については、実質公債費比率が1.6ポイント、経常収支比率が1.4ポイント、前年度から改善しています。

項目
本県の状況 （参考）国の基準

R2 R1
早期健全化基準 財政再生基準

（自主的改善努力） （国等の関与）

①実質赤字比率 －
（黒字）

－
（黒字）

赤字3.75％以上 赤字5％以上

（標準財政規模に対する「一般会計等」の
実質赤字額の割合）

②連結実質赤字比率 －
（黒字）

－
（黒字）（標準財政規模に対する「全会計」の実質

赤字額の割合）

③実質公債費比率
13.7% 15.3% 25％以上 35％以上（標準財政規模に対する「一般会計等」の

元利償還金等の割合）

④将来負担比率
221.5% 221.7% 400％以上 －（標準財政規模に対する「一般会計等」の

将来的な実質負担の割合）

⑤資金収支比率 －
（資金不足なし）

－
（資金不足なし） 20％以上 －（「公営企業会計」毎の事業規模に対する

資金不足額の割合）

⑥経常収支比率
94.9% 96.3% － －（経常収入（県税等）に対する経常支出

（人件費、物件費など）の割合）

本県の主要財政指標
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Iwate Prefecture
（8）主な財政指標の状況②

 「岩手県集中改革プログラム」（平成19年度策定）や、「公債費負担適正化計画」（平成25年度策定）のもと、歳入確保と歳出の見
直しを図ってきました。

 その結果、平成23年度から決算において、９年連続でプライマリーバランスの黒字化を達成するとともに、公債費負担適正化計画に
ついても２年前倒しで目標達成を実現しました。
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5年間

都道府県（市場公募債発行団体）健全化指標（平成27年度） 都道府県（市場公募債発行団体）健全化指標（令和2年度）
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Iwate Prefecture
（9）公営企業（法適用）の決算状況

 公営企業は全ての事業において純利益を計上しており、資金不足も発生していません。

事業
R2 R1

総収益 総費用 純利益 資金剰余 総収益 総費用 総利益 資金剰余

病院事業 114,528 112,036 2,491 6,293 109,594 110,188 ▲593 4,637

電気事業 7,108 4,866 2,243 17,130 6,514 5,306 1,208 14,801

工業用水道事業 800 740 60 699 870 805 64 610

流域下水道事業 9,447 8,930 516 956 ※Ｒ２年度から公営企業会計

20病院、6地域診療センター
を運営し、各二次保健医療圏
における基幹病院としての役
割や、交通事情や医療資源に
恵まれない地域における、地
域の初期医療等の役割を担っ
ています。

病院事業

水力、風力、太陽光などの再
生可能エネルギーを利用した
発電所を20か所運転していま
す。

電気事業

北上工業団地、岩手中部工業
団地及び北上南部工業団地へ
工業用水を供給しています。

工業用水道事業

北上川上流流域及び磐井川流
域の10市町を処理区域とし、
関連公共下水道から流入した
汚水を処理しています。

流域下水道事業

（単位 百万円）公営企業（法適用）の決算状況
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Iwate 
Prefecture

4. 持続可能で希望ある岩手の実現に向けて



Iwate Prefecture
（1）中期財政見通し

 中期的な視点に立った財政運営を行うための参考資料として、現行の地方財政制度等を踏まえ、一定の前提条件のもと、当面の財政見
通しを機械的に試算した「中期財政見通し」を毎年度公表しています。

R2
最終予算

R3
9補後(見込)

R4 R5 R6 R3→6

県税等 2,041 1,991 2,078 2,133 2,183 191

地方交付税等 2,198 2,177 2,245 2,179 2,129 ▲ 48

0 ▲ 11 ▲ 16 ▲ 21 ▲ 26 ▲ 15

国庫支出金 1,049 808 872 816 814 7

県債 951 746 707 671 687 ▲ 59

うち臨時財政対策債 215 357 209 219 216 ▲ 142

その他 654 652 656 646 650 ▲ 2

A 6,893 6,374 6,558 6,445 6,463 89

2,412 2,534 2,455 2,398 2,344 ▲ 190

3,866 3,903 3,909 3,888 3,865 ▲ 39

義務的経費 2,825 2,825 2,807 2,819 2,840 15

人件費 1,741 1,780 1,785 1,796 1,802 23

うち60歳以上給与費 - - - - 22 22

うち退職手当 146 165 168 178 177 11

扶助費 119 121 122 122 123 3

公債費 965 925 901 900 914 ▲ 11

投資的経費(台風対応経費除く) 1,210 730 871 871 871 141

普通建設事業費 1,178 663 823 823 823 160

うち公共事業 926 390 535 535 535 146

うち大規模事業（非公共） 179 163 178 178 178 15

災害復旧事業費 32 67 48 48 48 ▲ 19

その他 2,798 2,813 2,847 2,878 2,921 108

うち補助費等 1,820 1,846 1,863 1,894 1,914 68

うち税関係交付金 588 622 624 644 662 40

うち社会保障関係費 673 670 677 685 692 22

うち維持補修費 162 133 139 144 148 15

台風対応経費 119 63 131 0 0 ▲ 63

B 6,952 6,431 6,656 6,567 6,631 200

C ▲ 59 ▲ 57 ▲ 98 ▲ 123 ▲ 168 ▲ 111

D 359 391 326 237 101 ▲ 290

地方交付税等+臨時財政対策債

財源対策基金年度末残高

通

常

分

歳

入

計

歳

出

計

（人口減少による算定額への影響）

県税等+交付税等+臨財債-税交付金

収支（A-B）

 【歳入】公債費算入額や国勢調査人口などの減に伴う普通交付税の減少等に
より、実質的な一般財源総額が毎年度縮小していく見込み。

 【歳出】高齢化の進行等による社会保障関係費の増加のほか、公債費も増加
傾向に転じる。

 その結果、令和４年度以降、98～168億円程度の収支ギャップが生じ、全額
を財源対策基金の取崩しにより対応した場合、基金残高は令和６年度末に
101億円まで減少する。

試算結果（令和３年９月公表分）

 県税徴収の強化、県有資産や各種基金等の有効活用など、あらゆる手法によ
り歳入の確保に努める。

 事業効果や効率性等を踏まえた事務事業の精査など、歳出の徹底した見直し
を行う。

 予算の組替えや新規事業の立ち上げ、一層の「選択と集中」などにより、限
られた財源の重点的かつ効果的な活用に努める。

 新型コロナウイルス感染症が今後の財政運営に与える影響が不透明であるこ
とも踏まえ、地域の実情に応じたきめ細かい取組が可能となるよう、地方一
般財源総額の確保に加え、地方交付税の財源保障・財源調整機能が適切に発
揮されるよう、国に訴えていく。

今後の取組等
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資料１

		岩手県中期財政見通し（令和３年度～令和７年度）の推計状況 レイ ワ ネン ド レイ ワ ネンド スイケイ ジョウキョウ













		１　趣旨 シュシ

				H30年９月に作成した岩手県中期財政見通し（2018年度～2022年度）について、「県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例」の規定に基づき次期総合計画議案と併せて議会に提出する「財政状況の見込みに関する資料」とするため、H31年度当初予算の内容を反映させるなどの更新を行うもの。 ネン ガツ サクセイ イワテケン チュウキ ザイセイ ミトオ ネンド ネンド ケン ギョウセイ カン キホンテキ ケイカク ギケツ カン ジョウレイ キテイ モト ジキ ソウゴウ ケイカク ギアン アワ ギカイ テイシュツ ザイセイ ジョウキョウ ミコ カン シリョウ ネンド トウショ ヨサン ナイヨウ ハンエイ コウシン オコナ



		　推計方法・今後の変動要素等　　（★：今後の主な変動要素） スイケイ ホウホウ コンゴ ヘンドウ ヨウソ トウ コンゴ オモ ヘンドウ ヨウソ

												歳　入 トシ イ																																														歳　出 トシ デ

				通常
収支分 ツウジョウ シュウシ ブン								県税等 ケン ゼイ トウ								・内閣府「経済財政の中長期試算」（１月版）の地方税収の伸び率により推計
・消費増税に伴う影響を反映
・税制改正の影響を反映（車体課税見直し、地方法人課税偏在是正など）

★：「経済財政の中長期試算」（７月版）、地財仮試算の反映 ナイカク フ ガツ バン チホウ ゼイシュウ ノ リツ スイケイ ハンエイ ゼイセイ カイセイ エイキョウ ハンエイ シャタイ カゼイ ミナオ チホウ ホウジン カゼイ ヘンザイ ゼセイ ケイザイ ザイセイ チュウチョウキ シサン ガツ バン チザイ カリ シサン ハンエイ																																						義務的
経費 ギムテキ ケイヒ								【人件費】
・定年延長は未決定につき、現時点では未反映
・定数、退手見込（部局回答）により推計
・会計年度任用職員に係る経費は対前年比でR3＋2.9億（勤勉手当支給率通年化）、R4＋0.9億（地共済給付拡大に伴う事業主負担半年分）、R5以降＋1.1億（事業主負担通年）（一財）
・震災分から通常分への戻り分は震災特交の継続により未考慮（～R7）

【公債費】
・実質公債費比率算定に合わせて推計

★：利率の実績置換による精査 ジンケンヒ テイスウ タイ テ ミコミ ブキョク カイトウ タイ ゼンネン ヒ オク キンベン テアテ シキュウ リツ ツウネンカ オク チ キョウサイ キュウフ カクダイ トモナ ジギョウヌシ フタン ハントシ ブン イコウ オク ジギョウヌシ フタン ツウネン イチザイ シンサイ ブン ツウジョウ ブン モド ブン シンサイ トク コウ ケイゾク ミ コウリョ コウサイヒ ジッシツコウサイヒヒリツ サンテイ ア スイケイ リリツ ジッセキ オキカエ セイサ







												地方
交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								・R2決定額と近年の傾向等（個別算定経費伸率▲0.5％、包括算定経費伸率▲3.9％、公債費・事業費補正積上げ）等により推計
・自動車税減収補填特例交付金（～R2）を反映

★：地財仮試算の反映、需要の精査
　（特に地方一般財源総額水準の確保をどう見込むか：
　　公債費除きで実質的な一般財源総額を同額と見込むなど） ケッテイ ガク キンネン ケイコウ トウ コベツ サンテイ ケイヒ ノ リツ ホウカツ サンテイ ケイヒ ノ リツ コウサイヒ ジギョウヒ ホセイ ツミア トウ スイケイ ジドウシャ ゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン ハンエイ チザイ カリ シサン ハンエイ ジュヨウ セイサ トク チホウ イッパン ザイゲン ソウガク スイジュン カクホ ミコ コウサイヒ ノゾ ジッシツテキ イッパン ザイゲン ソウガク																																						投資的
経費 トウシ テキ ケイヒ								【普通建設事業費】
・（公共）台風10号分を除き、R2当初×1.05
　※国土強靭化はR3以降も同水準を確保するものとして横置き
・公共事業費増額の傾向が見えにくいことから、台風対応経費を別に記載
・（非公共）大規模事業の調べにより推計

★：大規模事業の見直しを反映

【災害復旧事業費】
・台風10号分を除き、R1当初と同額 フツウ ケンセツ ジギョウヒ コウキョウ タイフウ ゴウ ブン ノゾ コクド キョウジン カ イコウ カクホ ヨコオ コウキョウ ジギョウヒ ゾウガク ケイコウ ミ タイフウ タイオウ ケイヒ ベツ キサイ ヒ コウキョウ スイケイ ダイキボ ジギョウ ミナオ ハンエイ サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ タイフウ ゴウ ブン ノゾ トウショ ドウガク





												国庫
支出金 コッコ シシュツキン								・歳出に連動
・高率補助精算金はR1決算横置き レンドウ コウリツ ホジョ セイサンキン ケッサン ヨコオ



												県債 ケンサイ								※発行額調整せず
・臨財債はR2実績横置き

★：地財仮試算を反映、社会保障安定化分を精査（臨財債減、交付税増） ハッコウガク チョウセイ リン ザイ サイ ジッセキ ヨコオ チザイカリシサン ハンエイ シャカイ ホショウ アンテイカ ブン セイサ リン ザイ サイ ゲン コウフゼイ ゾウ

																																																										その他 タ								【補助費】
・（税関係交付金）税に連動
・（社会保障関係費）Ｈ30地財地方負担の伸率（2.45％）に0.8掛け伸率（1.96％）により推計。社会保障充実分を別途加算+14.8億（R2～）

★：地財仮試算の反映

【維持補修費】
・過去5年の地財伸率平均値（3.72％）により推計 ホジョ ヒ ゼイ カンケイ コウフキン ゼイ レンドウ シャカイ ホショウ カンケイヒ チザイ チホウ フタン ノ リツ ガ ノ リツ スイケイ シャカイ ホショウ ジュウジツ ブン ベット カサン オク チザイカリシサン ハンエイ イジ ホシュウ ヒ カコ ネン ノ リツ ヘイキン チ スイケイ



												その他 タ								・特定財源は歳出に連動。一般財源扱は概ねR1当初と同額 トクテイ ザイゲン サイシュツ レンドウ イッパン ザイゲン アツカ オオム トウショ ドウガク





				※発射台はR2当初のため、財源対策（社会保障費、除雪費の抑制）14億円程度の歳出は計上していない。 ハッシャダイ ザイゲン タイサク シャカイ ホショウ ヒ ジョセツ ヒ ヨクセイ オクエン テイド サイシュツ ケイジョウ																																																																																																												※原則として発射台はＨ30当初のため、財源対策（医療局繰出、社会保障費、除雪費の抑制）25億円程度の歳出は計上していない。 ゲンソク ハッシャダイ ザイゲン タイサク イリョウキョク ク ダ シャカイ ホショウ ヒ ジョセツ ヒ ヨクセイ オクエン テイド サイシュツ ケイジョウ



																																																																																																																※実施的な収支ギャップを見込む目的から、人件費は５月算定をベースにしているため、欠員分の歳出（16億円程度）は計上していない。 ジッシ テキ シュウシ ミコ モクテキ ジンケンヒ ガツ サンテイ ケツイン ブン サイシュツ オクエン テイド ケイジョウ























調 製 中

財政課サマーレビュー
令和３年７月２７日
企画調査担当：松戸



資料２（内部用）

		中期財政見通し （令和３年度～７年度）　 チュウキ ザイセイ ミトオ レイ ワ ネンド ネンド



																												（単位：億円） タンイ オク エン

																R2
最終予算 サイシュウ ヨサン		R3
9補後(見込) ホ ゴ ミコミ		R4		R5		R6		R7		R3→7		R3→6		傾向 ケイコウ		備考 ビコウ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		①県税等 ケン ゼイ トウ										2,041		1,991		2,078		2,133		2,183		2,237		246		191				「中長期の経済財政に関する試算」等により推計 チュウチョウキ ケイザイザイセイ カン シサン トウ スイケイ

						②地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ										2,198		2,177		2,245		2,179		2,129		2,069		▲ 108		▲ 48				「地方財政の仮試算」や税収の動向を踏まえ推計 チホウザイセイ カリシサン ゼイシュウ ドウコウ フ スイケイ

								（人口減少による算定額への影響） ジンコウ ゲンショウ サンテイガク エイキョウ										▲ 11		▲ 16		▲ 21		▲ 26		▲ 31		▲ 20		▲ 15

						③国庫支出金 コッコ シシュツキン										1,049		808		872		816		814		816		8		7				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

						④県債 ケンサイ										951		746		707		671		687		634		▲ 112		▲ 59				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ								215		357		209		219		216		209		▲ 148		▲ 142

						⑤その他 タ										654		652		656		646		650		650		▲ 2		▲ 2				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

						計 ケイ								A		6,893		6,374		6,558		6,445		6,463		6,406		32		89

						地方交付税等+臨時財政対策債 チホウ コウフゼイ トウ リンジザイセイタイサクサイ										2,412		2,534		2,455		2,398		2,344		2,278		▲ 256		▲ 190				近年の傾向や国勢調査人口の置換の影響（R2→7：▲31億円）を加味 キンネン ケイコウ コクセイチョウサジンコウ オキカエ エイキョウ オクエン カミ

						県税等+交付税等+臨財債-税交付金 ケン ゼイ トウ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイ コウフキン										3,866		3,903		3,909		3,888		3,865		3,833		▲ 70		▲ 39				「骨太の方針2021」による同水準ルールを踏まえつつ、近年の傾向を踏まえ減推計 ホネブト ホウシン ドウスイジュン フ キンネン ケイコウ フ ゲン スイケイ

				歳出 サイシュツ		①義務的経費 ギムテキ ケイヒ										2,825		2,825		2,807		2,819		2,840		2,851		26		15

								人件費 ジンケンヒ								1,741		1,780		1,785		1,796		1,802		1,794		14		23				職員定数の見込により推計　定年延長等の影響を加味 ショクインテイスウ ミコミ スイケイ テイネンエンチョウトウ エイキョウ カミ

												うち60歳以上給与費 サイイジョウ キュウヨヒ				-		-		-		-		22		24		24		22

										うち退職手当 タイショク テアテ						146		165		168		178		177		169		3		11

												うち定年延長先送り対応積立分 テイネンエンチョウ サキオク タイオウツミタテ ブン				-		-		-		146		0		138		138		0

								扶助費 フジョヒ								119		121		122		122		123		124		4		3				過去実績により推計 カコ ジッセキ スイケイ

								公債費 コウサイ ヒ								965		925		901		900		914		933		8		▲ 11				今後見込まれる元利償還金を積上 コンゴミコ ガンリショウカンキン ツミア

						②投資的経費(台風対応経費除く) トウシテキ ケイヒ タイフウ タイオウ ケイヒ ノゾ										1,210		730		871		871		871		871		141		141

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ								1,178		663		823		823		823		823		160		160

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ						926		390		535		535		535		535		146		146				令和２年度当初予算×1.0として推計 レイワ ネンド トウショヨサン スイケイ

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ						179		163		178		178		178		178		15		15				公共施設等総合管理計画への対応を踏まえ推計 コウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカク タイオウ フ スイケイ

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ								32		67		48		48		48		48		▲ 19		▲ 19				平年度ベースで推計 ヘイネンド スイケイ

						③その他 タ										2,798		2,813		2,847		2,878		2,921		2,922		109		108

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ								1,820		1,846		1,863		1,894		1,914		1,940		94		68

										うち税関係交付金 ゼイ カンケイ コウフキン						588		622		624		644		662		682		60		40				県税試算額に連動 ケンゼイシサンガク レンドウ

										うち社会保障関係費 シャカイ ホショウ カンケイ						673		670		677		685		692		700		30		22				高齢化の進行等による社会保障関係の増 コウレイカ シンコウトウ シャカイホショウカンケイ ゾウ

								うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ								162		133		139		144		148		152		19		15				地方財政計画の伸び率を踏まえ推計 チホウザイセイケイカク ノ リツ フ スイケイ

						④台風対応経費 タイフウ タイオウ ケイヒ										119		63		131		0		0		0		▲ 63		▲ 63				公共事業費のトレンドに影響するため、投資的経費から分割して表示 コウキョウジギョウヒ エイキョウ トウシ テキ ケイヒ ブンカツ ヒョウジ

						計 ケイ								B		6,952		6,431		6,656		6,567		6,631		6,643		212		200

				収支（A-B） シュウシ										C		▲ 59		▲ 57		▲ 98		▲ 123		▲ 168		▲ 237		▲ 180		▲ 111



		財源対策等 ザイゲン タイサク トウ		歳入 サイニュウ		財源対策基金からの繰入 ザイゲン タイサク キキン クリイレ								D1				59

020777: 収支56.93740との差額1.72067は、
・コロナ分の財調繰入7.02959
・9月補正の通常分繰越金充当▲5.30892

						繰越金（実質収支）※通常分充当 クリコシ キン ジッシツ シュウシ ツウジョウ ブン ジュウトウ								D2				246		66		66		66		66

						今後の更なる財政調整基金からの繰入見込 コンゴ サラ ザイセイチョウセイキキン クリイレミコミ								D3				90

				歳出 サイシュツ		財源対策基金への積立金 ザイゲン タイサク キキン ツミタテ キン								D4				123		33		33		33		33

						普交＋臨財債上振分積立 フ コウ リンザイサイ ウワブ ブン ツミタテ												35.60

						繰越金（実質収支）9補時点残額積立 クリコシキン ジッシツシュウシ ホジテンザンガクツミタテ												23

						9月補正決算整理（償還金、執行残積戻） ガツホセイ ケッサンセイリ ショウカンキン シッコウザンツミモド								D5				75

						今後の決算整理見込額（財調取崩で対応） コンゴ ケッサンセイリミコミガク ザイチョウトリクズシ タイオウ								D6=D3				90

				収支（(D1～D3）-（D4～D6）） シュウシ										D		0		48		33		33		33		33		▲ 15		▲ 15

				全体収支 ゼンタイ シュウシ												▲ 59		▲ 9		▲ 65		▲ 90		▲ 135		▲ 204		▲ 196		▲ 127

				財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										D		359		391		326		237		101		▲ 103		▲ 494		▲ 290				歳入歳出収支に加え、決算に伴う実質収支の積戻しを考慮
R3においては、今後の取崩・積立の見込等（▲32億円）を加味 サイニュウサイシュツシュウシ クワ ケッサン トモナ ジッシツ シュウシ ツミモド コウリョ コンゴ トリクズシ ツミタテ ミコミトウ オクエン カミ

						（うち財政調整基金残高） ザイセイチョウセイキキンザンダカ										177		210		145		55		▲ 80		▲ 284		▲ 494











		実際見込まれる収支
（当初計上留保分、震災措置無し分等） ジッサイ ミコ シュウシ トウショ ケイジョウ リュウホ ブン シンサイ ソチ ナ ブン トウ												C'		▲ 150		▲ 75		▲ 143		▲ 161		▲ 206		▲ 275

																																

 : 【実際見込まれる収支】
・当初予算計上留保分（社会保障関係費、除雪費）▲18億【R2～R6】
・震災分の措置無し事業▲20億【R3～R6】
・交付税検査による普通交付税錯誤額▲7億【R3】		

020777: 収支56.93740との差額1.72067は、
・コロナ分の財調繰入7.02959
・9月補正の通常分繰越金充当▲5.30892		財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										D'		365		411		301		174		0		▲ 242

				うち財政調整基金 ザイセイ チョウセイ キキン												183		229		119		▲ 8		▲ 182		▲ 424

				うち県債管理基金 ケンサイ カンリ キキン												148		148		148		148		148		148

				うち地域振興基金 チイキ シンコウ キキン												34		34		34		34		34		34



												公共事業のうち台風 コウキョウジギョウ タイフウ				94		61		131		0

												災害復旧のうち台風 サイガイフッキュウ タイフウ				25		2		0		0





																		(130)

																		(65)

														グラフ用 ヨウ		R2
最終予算		R3
9補後(見込)		R4		R5		R6		R7

														歳出 サイシュツ		6,952		6,431		6,656		6,567		6,631		6,643

														歳入 サイニュウ		6,893		6,374		6,558		6,445		6,463		6,406

														財源対策基金残高 ザイゲンタイサク キキンザンダカ		359		391		326		237		101		(103)

														収支 シュウシ		▲ 59		▲ 57		▲ 98		▲ 123		▲ 168		▲ 237



中期財政見通しの歳入歳出と基金残高の推計



財源対策基金残高	

R2	
最終予算	R3	
9補後(見込)	R4	R5	R6	R7	358.61709999999999	391.38036399999987	326.36309666135298	236.85323680573424	101.4692437827091	-102.96099740102341	歳出	

R2	
最終予算	R3	
9補後(見込)	R4	R5	R6	R7	6952.2252699999999	6430.8869199999999	6656.0029691743557	6567.4829840797411	6631.1382761848481	6643.2285117380816	歳入	

R2	
最終予算	R3	
9補後(見込)	R4	R5	R6	R7	6893.1747799999994	6373.949520000001	6557.9857018357088	6444.9731242241223	6462.7542831618	23	6405.7982705543491	









普建、公共、災害復旧から台風10号分を控除（このシートで手作業）。見合い分を台風10号対応経費に加算（このシートで手作業）。



資料２(公表用）

		中期財政見通し （令和３年度～６年度）　 チュウキ ザイセイ ミトオ レイ ワ ネンド ネンド



																										（単位：億円） タンイ オク エン

																R2
最終予算 サイシュウ ヨサン		R3
9補後(見込) ホ ゴ ミコミ		R4		R5		R6		R3→6		傾向 ケイコウ		備考 ビコウ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ										2,041		1,991		2,078		2,133		2,183		191				「中長期の経済財政に関する試算」等により推計 チュウチョウキ ケイザイザイセイ カン シサン トウ スイケイ

						地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ										2,198		2,177		2,245		2,179		2,129		▲ 48				国際調査人口の置き換え等による減（R３→R７：▲31億円） コクサイ チョウサ ジンコウ オ カ トウ ゲン オクエン

								（人口減少による算定額への影響） ジンコウ ゲンショウ サンテイガク エイキョウ								0		▲ 11		▲ 16		▲ 21		▲ 26		▲ 15

						国庫支出金 コッコ シシュツキン										1,049		808		872		816		814		7				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

						県債 ケンサイ										951		746		707		671		687		▲ 59				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ								215		357		209		219		216		▲ 142

						その他 タ										654		652		656		646		650		▲ 2				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

						計 ケイ								A		6,893		6,374		6,558		6,445		6,463		89

						地方交付税等+臨時財政対策債 チホウ コウフゼイ トウ リンジザイセイタイサクサイ										2,412		2,534		2,455		2,398		2,344		▲ 190

						県税等+交付税等+臨財債-税交付金 ケン ゼイ トウ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイ コウフキン										3,866		3,903		3,909		3,888		3,865		▲ 39

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ										2,825		2,825		2,807		2,819		2,840		15				定年延長等に伴う人件費の増（R３→R７：＋24億円） テイネンエンチョウトウ トモナ ジンケンヒ ゾウ オクエン

								人件費 ジンケンヒ								1,741		1,780		1,785		1,796		1,802		23

												うち60歳以上給与費 サイイジョウ キュウヨヒ				-		-		-		-		22		22

										うち退職手当 タイショク テアテ						146		165		168		178		177		11

												うち定年延長先送り対応積立分 テイネンエンチョウ サキオク タイオウツミタテ ブン				-		-		-		146		0		0

								扶助費 フジョヒ								119		121		122		122		123		3

								公債費 コウサイ ヒ								965		925		901		900		914		▲ 11

																												

 : 【公債費】
・R6以降、元金は増基調。（震災分含みでR3：851億→R5：822億→R10：832億）　毎年20億円超の繰上償還。
・利率は財務省の「後年度歳出・歳入への影響試算」（R3.1）の10年国債金利をベースとする。
（例：５年債R2実績0.073→R3見込0.440→R6見込0.520）		投資的経費(台風対応経費除く) トウシテキ ケイヒ タイフウ タイオウ ケイヒ ノゾ										1,210		730		871		871		871		141				公共施設等総合管理計画への対応による増 コウキョウシセツトウ ソウゴウ カンリ ケイカク タイオウ ゾウ

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ								1,178		663		823		823		823		160

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ						926		390		535		535		535		146

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ						179		163		178		178		178		15

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ								32		67		48		48		48		▲ 19

						その他 タ										2,798		2,813		2,847		2,878		2,921		108

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ								1,820		1,846		1,863		1,894		1,914		68

										うち税関係交付金 ゼイ カンケイ コウフキン						588		622		624		644		662		40

										うち社会保障関係費 シャカイ ホショウ カンケイ						673		670		677		685		692		22				高齢化の進行等による社会保障関係の増 コウレイカ シンコウトウ シャカイホショウカンケイ ゾウ

								うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ								162		133		139		144		148		15

						台風対応経費 タイフウ タイオウ ケイヒ										119		63		131		0		0		▲ 63

						計 ケイ								B		6,952		6,431		6,656		6,567		6,631		200

				収支（A-B） シュウシ										C		▲ 59		▲ 57		▲ 98		▲ 123		▲ 168		▲ 111



				財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										D		359		391		326		237		101		▲ 290











		実際見込まれる収支
（当初計上留保分、震災措置無し分等） ジッサイ ミコ シュウシ トウショ ケイジョウ リュウホ ブン シンサイ ソチ ナ ブン トウ												C'		▲ 150		▲ 75		▲ 143		▲ 161		▲ 206

																												

 : 【実際見込まれる収支】
・当初予算計上留保分（社会保障関係費、除雪費）▲18億【R2～R6】
・震災分の措置無し事業▲20億【R3～R6】
・交付税検査による普通交付税錯誤額▲7億【R3】		

 : 【地方交付税＋臨時財政対策債】
・基準財政需要額はR3決定額を基に、近年の傾向等（個別算定経費伸び率±0.0％、包括算定経費伸び率▲2.6％、事業費補正、公債費積上げ）や人口減の影響を加味
・R4普通交付税はR3決定額に地財仮試算の伸び率（＋0.4％）を乗じる
・R3決定額は税収減により増、R4は税収増により減。以降、事業費補正、公債費算入額が減少することに伴い減		

 : 【維持補修費】
・地方財政計画の維持補修費の過去5年平均伸び率3.29％を基に推計＋大口（防災ヘリ、水門陸閘）		

 : 【人件費】
・R5からの定年延長を反映（R6以降60歳以上給与費が発生、R5、7は定年退職発生しない）
・R5、R7は翌年度の定年退職手当相当分を積み立てると想定（県債発行額平準化のため、退手債も発行）
・震災特交の継続に伴い、震災分から通常分への戻り分はR7まで考慮しない		

 : 【台風対応経費】　※普通建設事業費の台風10号分と災害復旧事業費の台風10号分、台風19号分
・公共事業費のトレンドに影響するため、投資的経費から分割して表示		財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										D'		365		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				うち財政調整基金 ザイセイ チョウセイ キキン												183		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				うち県債管理基金 ケンサイ カンリ キキン												148		148		148		148		148

				うち地域振興基金 チイキ シンコウ キキン												34		34		34		34		34



												公共事業のうち台風 コウキョウジギョウ タイフウ				94		61		131		0

												災害復旧のうち台風 サイガイフッキュウ タイフウ				25		2		0		0





																		(130)

																		(65)



注：端数の影響で収支が「見た目の歳入Ａ－歳出Ｂ」と異なることあり。
最後に端数調整すること。

普建、公共、災害復旧から台風10号分を控除（このシートで手作業）。見合い分を台風10号対応経費に加算（このシートで手作業）。

8/25時点



資料２（手持用）

		中期財政見通し （令和３年度～７年度）　 チュウキ ザイセイ ミトオ レイ ワ ネンド ネンド



																												（単位：億円） タンイ オク エン

																R2
最終予算 サイシュウ ヨサン		R3
9補後
(見込) ホ ゴ ミコミ		R4		R5		R6		R7		R3→7		R3→6		傾向 ケイコウ		備考 ビコウ

		通常分（コロナ対応分を除く） ツウジョウ ブン タイオウブン ノゾ		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ										2,041		1,991		2,078		2,133		2,183		2,237		246		191				「中長期の経済財政に関する試算」等により推計 チュウチョウキ ケイザイザイセイ カン シサン トウ スイケイ

						地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ										2,198		2,177		2,245		2,179		2,129		2,069		▲ 108		▲ 48				「地方財政の仮試算」や税収の動向を踏まえ推計 チホウザイセイ カリシサン ゼイシュウ ドウコウ フ スイケイ

								（人口減少による算定額への影響） ジンコウ ゲンショウ サンテイガク エイキョウ								0		▲ 11		▲ 16		▲ 21		▲ 26		▲ 31		▲ 20		▲ 15

						国庫支出金 コッコ シシュツキン										1,049		808		872		816		814		816		8		7				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

						県債 ケンサイ										951		746		707		671		687		634		▲ 112		▲ 59				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ								215		357		209		219		216		209		▲ 148		▲ 142

						その他 タ										654		652		656		646		650		650		▲ 2		▲ 2				歳出試算額に連動 サイシュツ シサンガク レンドウ

						計 ケイ								A		6,893		6,374		6,558		6,445		6,463		6,406		32		89

						地方交付税等+臨時財政対策債 チホウ コウフゼイ トウ リンジザイセイタイサクサイ										2,412		2,534		2,455		2,398		2,344		2,278		▲ 256		▲ 190				近年の傾向や国勢調査人口の置換の影響（R2→7：▲31億円）を加味 キンネン ケイコウ コクセイチョウサジンコウ オキカエ エイキョウ オクエン カミ

						県税等+交付税等+臨財債-税交付金 ケン ゼイ トウ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイ コウフキン										3,866		3,903		3,909		3,888		3,865		3,833		▲ 70		▲ 39				「骨太の方針2021」による同水準ルールを踏まえつつ、近年の傾向を踏まえ減推計 ホネブト ホウシン ドウスイジュン フ キンネン ケイコウ フ ゲン スイケイ

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ										2,825		2,825		2,807		2,819		2,840		2,851		26		15

								人件費 ジンケンヒ								1,741		1,780		1,785		1,796		1,802		1,794		14		23				職員定数の見込により推計　定年延長等の影響を加味 ショクインテイスウ ミコミ スイケイ テイネンエンチョウトウ エイキョウ カミ

												うち60歳以上給与費 サイイジョウ キュウヨヒ				-		-		-		-		22		24		24		22

										うち退職手当 タイショク テアテ						146		165		168		178		177		169		3		11

												うち定年延長先送り対応積立分 テイネンエンチョウ サキオク タイオウツミタテ ブン				-		-		-		146		0		138		138		0

								扶助費 フジョヒ								119		121		122		122		123		124		4		3				過去の実績等により推計 カコ ジッセキトウ スイケイ

								公債費 コウサイ ヒ								965		925		901		900		914		933		8		▲ 11				今後見込まれる元利償還金を積上 コンゴミコ ガンリショウカンキン ツミア

						投資的経費(台風対応経費除く) トウシテキ ケイヒ タイフウ タイオウ ケイヒ ノゾ										1,210		730		871		871		871		871		141		141

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ								1,178		663		823		823		823		823		160		160

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ						926		390		535		535		535		535		146		146				令和２年度当初予算×1.0として推計 レイワ ネンド トウショヨサン スイケイ

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ						179		163		178		178		178		178		15		15				公共施設等総合管理計画への対応を踏まえ推計 コウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカク タイオウ フ スイケイ

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ								32		67		48		48		48		48		▲ 19		▲ 19				平年度ベースで推計 ヘイネンド スイケイ

						その他 タ										2,798		2,813		2,847		2,878		2,921		2,922		109		108

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ								1,820		1,846		1,863		1,894		1,914		1,940		94		68

										うち税関係交付金 ゼイ カンケイ コウフキン						588		622		624		644		662		682		60		40				県税試算額に連動 ケンゼイシサンガク レンドウ

										うち社会保障関係費 シャカイ ホショウ カンケイ						673		670		677		685		692		700		30		22				高齢化の進行等による社会保障関係の増 コウレイカ シンコウトウ シャカイホショウカンケイ ゾウ

								うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ								162		133		139		144		148		152		19		15				地方財政計画の伸び率を踏まえ推計 チホウザイセイケイカク ノ リツ フ スイケイ

						台風対応経費 タイフウ タイオウ ケイヒ										119		63		131		0		0		0		▲ 63		▲ 63				公共事業費のトレンドに影響するため、投資的経費から分割して表示 コウキョウジギョウヒ エイキョウ トウシ テキ ケイヒ ブンカツ ヒョウジ

						計 ケイ								B		6,952		6,431		6,656		6,567		6,631		6,643		212		200

				収支（A-B） シュウシ										C		▲ 59		▲ 57		▲ 98		▲ 123		▲ 168		▲ 237		▲ 180		▲ 111



		財源対策等 ザイゲン タイサク トウ		歳入 サイニュウ		財源対策基金からの繰入 ザイゲン タイサク キキン クリイレ								D1		0		59		0		0		0		0

						繰越金（実質収支）※通常分充当 クリコシ キン ジッシツ シュウシ ツウジョウ ブン ジュウトウ								D2		0		246		66		66		66		66

						今後の更なる財政調整基金からの繰入見込 コンゴ サラ ザイセイチョウセイキキン クリイレミコミ								D3		0		90		0		0		0		0

				歳出 サイシュツ		財源対策基金への積立金 ザイゲン タイサク キキン ツミタテ キン								D4		0		123		33		33		33		33

						9月補正決算整理（償還金、執行残積戻） ガツホセイ ケッサンセイリ ショウカンキン シッコウザンツミモド								D5		0		75		0		0		0		0

						今後の決算整理見込額（財調取崩で対応） コンゴ ケッサンセイリミコミガク ザイチョウトリクズシ タイオウ								D6=D3		0		90		0		0		0		0

				収支（(D1～D3）-（D4～D6）） シュウシ										D		0		48		33		33		33		33		▲ 15		▲ 15

				全体収支 ゼンタイ シュウシ												▲ 59		▲ 9		▲ 65		▲ 90		▲ 135		▲ 204		▲ 196		▲ 127

				財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										D		359		391		326		237		101		▲ 103		▲ 494		▲ 290				歳入歳出収支に加え、決算に伴う実質収支の積戻しを考慮
R3においては、今後見込まれる更なる取崩し（▲90億円）を加味 サイニュウサイシュツシュウシ クワ ケッサン コンゴミコ サラ トリクズシ オクエン カミ











		実際見込まれる収支
（当初計上留保分、震災措置無し分等） ジッサイ ミコ シュウシ トウショ ケイジョウ リュウホ ブン シンサイ ソチ ナ ブン トウ												C'		▲ 150		▲ 75		▲ 143		▲ 161		▲ 206		▲ 275

																																

 : 【実際見込まれる収支】
・当初予算計上留保分（社会保障関係費、除雪費）▲18億【R2～R6】
・震災分の措置無し事業▲20億【R3～R6】
・交付税検査による普通交付税錯誤額▲7億【R3】		

 : 【公債費】
・R6以降、元金は増基調。（震災分含みでR3：851億→R5：822億→R10：832億）　毎年20億円超の繰上償還。
・利率は財務省の「後年度歳出・歳入への影響試算」（R3.1）の10年国債金利をベースとする。
（例：５年債R2実績0.073→R3見込0.440→R6見込0.520）		

 : 【普通建設事業費】
・公共事業はR2当初（台風10号分除き）×1.00横置き
・非公共大規模事業は公共施設等総合管理計画の状況に対応して積算		

 : 【災害復旧事業費】
・R3当初から台風19号分を除いて横置き（台風10号分はR2までで計上終了）		

 : 【社会保障関係費】
・地財仮試算の伸び率＋1.813％に、65歳以上人口のR3→R7伸び率の本県対全国比60.52％を加味した1.098％を乗じて積算。		

 : 【維持補修費】
・地方財政計画の維持補修費の過去5年平均伸び率3.29％を基に推計＋大口（防災ヘリ、水門陸閘）		

 : 【台風対応経費】　※普通建設事業費の台風10号分と災害復旧事業費の台風10号分、台風19号分
・公共事業費のトレンドに影響するため、投資的経費から分割して表示		

 : 【実質県税（県税等－税交付金）】
・対前年度伸び率がR3→R4は「地方財政の仮試算」の地方税＋地方譲与税の伸び率、R4以降は「経済財政の中長期試算」（R3.7）の地方税収の伸び率となるように調整
（R3→R4：105.8％、R4→R5：102.4％、R5→R6：102.1％、R6→R7：102.3％）		

 : 【県債】
・発行額の調整はなし　　臨財債は、実質的な一般財源の減少に連動して増減		

 : 【基金残高・財源不足】
・毎年度、予算額の1％を実質収支と見込、その1/2（33億円程度）を積戻し
・R3末残高にはR2実質収支積戻し123億、今後の更なる取崩▲90億、普交上振36億、実質収支の残23億を反映		

 : 【地方交付税＋臨時財政対策債】
・基準財政需要額はR3決定額を基に、近年の傾向等（個別算定経費伸び率±0.0％、包括算定経費伸び率▲2.6％、事業費補正、公債費積上げ）や人口減の影響を加味
・R4普通交付税はR3決定額に地財仮試算の伸び率（＋0.4％）を乗じる
・R3決定額は税収減により増、R4は税収増により減。以降、事業費補正、公債費算入額が減少することに伴い減		

 : 【実質的な一般財源総額】（標準財政規模）
・国マクロでは地方一般財源総額は維持されるが、本県では公債費の減が社会保障関係費の伸びよりも大きいため、実質的な一般財源総額が縮小しており、この傾向を踏まえ推計
※R3実績額を基に、交付税算定上の事業費補正、公債費算入額と人口減少の分、実質的な一般財源が縮小		

 : 【人件費】
・R5からの定年延長を反映（R6以降60歳以上給与費が発生、R5、7は定年退職発生しない）
・R5、R7は翌年度の定年退職手当相当分を積み立てると想定（県債発行額平準化のため、退手債も発行）
・震災特交の継続に伴い、震災分から通常分への戻り分はR7まで考慮しない		財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										D'		365		411		301		174		0		▲ 242

				うち財政調整基金 ザイセイ チョウセイ キキン												183		229		119		▲ 8		▲ 182		▲ 424

				うち県債管理基金 ケンサイ カンリ キキン												148		148		148		148		148		148

				うち地域振興基金 チイキ シンコウ キキン												34		34		34		34		34		34



												公共事業のうち台風 コウキョウジギョウ タイフウ				94		61		131		0

												災害復旧のうち台風 サイガイフッキュウ タイフウ				25		2		0		0





																		(130)

																		(65)



注：端数の影響で収支が「見た目の歳入Ａ－歳出Ｂ」と異なることあり。
最後に端数調整すること。

普建、公共、災害復旧から台風10号分を控除（このシートで手作業）。見合い分を台風10号対応経費に加算（このシートで手作業）。

手持ち用



×資料２ (コメント)

		中期財政見通し （令和２年度～６年度）　対前年度分析 チュウキ ザイセイ ミトオ レイ ワ ネンド ネンド タイ ゼンネンド ブンセキ



																										（単位：億円） タンイ オク エン

														R1
最終予算 サイシュウ ヨサン		R2
現計予算 ゲンケイ ヨサン		R3		R4		R5		R6		傾向 ケイコウ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								2,041		1,991		2,078		2,133		2,183		ERROR:#REF!

																										

 : 【県税】 
・国の「経済財政の中長期試算」（１月）の名目経済成長率、R2地財伸び率により推計。
★今後、「経済財政の中長期的試算」（７月？）、地財仮試算（９月末）により再推計。
・税制改正（地方消費税率引上げ、地方法人課税の偏在是正）を反映		地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								2,198		2,177		2,245		2,179		2,129		ERROR:#REF!

						国庫支出金 コッコ シシュツキン								1,049		808		872		816		814		ERROR:#REF!

						県債 ケンサイ								951		746		707		671		687		ERROR:#REF!

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						215		357		209		219		216		ERROR:#REF!

						その他 タ								654		652		656		646		650		ERROR:#REF!

						計 ケイ						A		6,893		6,374		6,558		6,445		6,463		ERROR:#REF!

								県税等+交付税等+臨財債-税交付金 ケン ゼイ トウ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイ コウフキン						3,866		3,903		3,909		3,888		3,865		ERROR:#REF!

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								2,825		2,825		2,807		2,819		2,840		ERROR:#REF!

								人件費 ジンケンヒ						1,741		1,780		1,785		1,796		1,802		ERROR:#REF!

										うち退職手当 タイショク テアテ				146		165		168		178		177		ERROR:#REF!

								扶助費 フジョヒ						119		121		122		122		123		ERROR:#REF!

								公債費 コウサイ ヒ						965		925		901		900		914		ERROR:#REF!

						投資的経費(台風対応経費除く) トウシテキ ケイヒ タイフウ タイオウ ケイヒ ノゾ								1,210		730		871		871		871		ERROR:#REF!

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ						1,178		663		823		823		823		ERROR:#REF!

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ				926		390		535		535		535		ERROR:#REF!

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ				179		163		178		178		178		ERROR:#REF!

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ						32		67		48		48		48		ERROR:#REF!

						その他 タ								2,798		2,813		2,847		2,878		2,921		ERROR:#REF!

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ						1,820		1,846		1,863		1,894		1,914		ERROR:#REF!

										うち税関係交付金 ゼイ カンケイ コウフキン				588		622		624		644		662		ERROR:#REF!

										うち社会保障関係費 シャカイ ホショウ カンケイ				673		670		677		685		692		ERROR:#REF!

								うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ						162		133		139		144		148		ERROR:#REF!

						台風対応経費 タイフウ タイオウ ケイヒ								119		63		131		0		0		ERROR:#REF!

						計 ケイ						B		6,952		6,431		6,656		6,567		6,631		ERROR:#REF!

				収支（A-B） シュウシ								C		▲ 59		▲ 57		▲ 98		▲ 123		▲ 168		ERROR:#REF!



		財源対策等 ザイゲン タイサク トウ		歳入 サイニュウ		財源対策基金からの繰入 ザイゲン タイサク キキン クリイレ						D1		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						繰越金（実質収支） クリコシ キン ジッシツ シュウシ						D2		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				歳出 サイシュツ		財源対策基金への積立金 ザイゲン タイサク キキン ツミタテ キン						D3		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				収支（D1+D2-D3） シュウシ								D		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				全体収支（C+D） ゼンタイ シュウシ								E		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										359		391		326		237		101		ERROR:#REF!







																										

 : 【基金残高・財源不足】
・毎年度、予算額の1％を実質収支と見込、その1/2（33億円程度）を積戻し
・R1末残高にはH30決算の実質収支積戻し分95億を加算		

 : 【地方交付税】 
・R2決定額を基に、近年の傾向等（個別算定経費伸び率▲0.5％、包括算定経費伸び率▲3.9％、事業費補正・公債費積上げ）を基に推計。　★今後、地財仮試算により再推計
・事業費補正算入額・公債費算入額が減少することに伴い減		

 : 【災害復旧事業費】
・R2当初から台風10号分、台風19号分を除いて横置き		

 : 【県債】
・発行額の調整はなし。臨財債はR2実績横置き。		

 : 【臨時財政対策債】
・R2決定額を基に推計　
★今後、地財仮試算等を基に、消費税増税に伴う社会保障財源の安定化分見合いを減額		

 : 【社会保障関係費】
・Ｈ29→30の地財計画の社会保障施策地方負担額伸び率2.45％、本県の高齢化進行率（全国の進行率に対して8割程度）、概算要求の自然増の伸び（例年の0.88程度）を基に推計		

 : 【維持補修費】
・地方財政計画の維持補修費の過去5年平均伸び率3.72％を基に推計＋大口		

 : 【実質的な一般財源総額】
・税収横ばいの一方、地方交付税等が減　★今後、地財仮試算等を踏まえ精査		

 : 【台風対応経費】　※普通建設事業費の台風10号分と災害復旧事業費の台風10号分、台風19号分
・公共事業費のトレンドに影響するため、投資的経費から分割して表示		

 : 【人件費】
・定年延長は現時点では未反映
・退職手当は教職員の退職者数の影響大。R2に一旦落ちるもののピークのR5に向け増加傾向
・会計年度任用職員に係る経費は対前年比でR3＋2.9億、R4＋0.9億、R5以降＋1.1億（一財）
・震災特交の継続に伴い、震災分から通常分への戻り分はR7まで考慮しない		

 : 【普通建設事業費】
・公共事業はR2当初（台風10号分除き）×1.05横置き
・非公共大規模事業は大規模事業の調べにより推計　★今後の課長調整を踏まえ精査		)















																(130)

																(65)



・国体関係費の増加、退職者数の増加、退職手当債の廃止（※）等により、H27年度は●億円、H28年度は●億円の収支ギャップが生じる見込み。
※今後、退職者数増加による人件費の増加が見込まれるが、退職手当債発行はH27年度までとされており、制度延長がない場合、収支ギャップが拡大。

・収支ギャップを埋めるための財源対策として、行政改革推進債及び退職手当債の発行を行い、なお生じる不足は財源対策基金により対応することとした場合、財源対策基金残高はH28年度末に枯渇する見込み。

・公債費はH26年度にピークとなり、その後逓減する見込み。しかし実質公債費比率はH32年度まで18％を上回ると想定されることから、公債費負担適正化計画に基づき、県債の新規発行額をH25年度の発行規模以下に抑制する必要がある。

±15％～　
±5％～　

注：端数の影響で収支が「見た目の歳入Ａ－歳出Ｂ」と異なることあり。
最後に端数調整すること。

普建、公共、災害復旧から台風10号分を控除（このシートで手作業）。見合い分を台風10号対応経費に加算（このシートで手作業）。

＋137億（地方消費税清算金＋109億、消費税率引上げ＋39億）

▲171億（税収▲118億、地方消費税清算金▲36億）

＋20億（税収＋20億、地方消費税清算金▲12億）　※消費税率引上関係平年度化

＋530億（うちコロナ対応分＋553億）

うち国補正予算分国庫134億、県債104億

＋1,109億（うちコロナ対応分＋1,072億）

▲12億（諸収入▲7億、基金繰入金▲3億、電気事業会計繰入金▲1億）

＋5億（会計年度任用職員＋3億、定数＋14人）

＋6億（会計年度任用職員＋1億、定数＋14人、退手＋4億）

＋9億（会計年度任用職員＋2億、退手＋8億←退手ピーク）

▲3億（うちコロナ分＋5億、児童扶養手当制度改正に伴うR1所要月数増の是正▲3億）

▲43億（残高、利率減）

以降、新発債及び借換債の利率は高めに推計（今後仕上がりで要精査）

うち国補正予算分157億

（一財ベース）＋8億（県民会館＋1億、高校整備＋4億、総合教育セ＋1億）

（一財ベース）＋13億（県民会館＋17億、デンソー▲3億）

（一財ベース）▲15億（県民会館▲5億、キオクシア▲10億）

＋1,774億（うちコロナ分＋1,582億、税関係交付金＋136億、貸付金＋78億←制度融資の２補減）

▲58億（消費税率引上分＋52億、税収減の影響▲110億）

15億の改善　　※下の増減分析は一財ベース。以下同。
【歳入】県税等▲171億、交付税等▲30億、国庫（高率補助清算金：R2財源対策）▲11億、臨財債＋127億
【歳出】公債費▲49億、普通建設＋9億、税交付金▲58億、社会保障＋9億、維持補修＋4億

8億の悪化
【歳入】県税等＋20億、交付税等＋7億、臨財債▲32億　【歳出】公債費▲23億、社会保障＋9億、維持補修＋4億

25億の悪化
【歳入】県税等＋41億、交付税▲18億、臨財債▲17億　【歳出】大規模＋13億、税交付金＋12億、社会保障＋9億

61億の悪化
【歳入】県税等＋46億、交付税▲62億　【歳出】公債費＋12億、税交付金＋12億、社会保障＋9億、維持補修＋4億

（一財ベース）＋8億（県民会館＋3億、学校整備（非適債）＋3億）

（臨財債除き）▲36億　⇒地総債▲15億、転貸債（クリーンセ）▲11億、災害▲9億

（臨財債除き）▲32億　⇒普通建設▲39億※県民会館一財＋17億など、退手＋8億

（臨財債除き）＋20億　⇒転貸債（クリーンセ）＋15億、普通建設＋16億、退手▲11億

（臨財債除き）＋4億　⇒退手＋4億、転貸債（クリーンセ）＋19億、普通建設▲18億



資料３（昨年度比較・総額）

		中期財政見通し  R2.9月試算との比較（総額ベース） チュウキ ザイセイ ミトオ ガツ シサン ヒカク ソウガク																																										（単位：億円） タンイ オクエン

														R3						R4						R5						R6						R7		増減理由
（増減額は特記していない限りR4の額を参考掲示） ゾウゲンリユウ ゾウゲンガク トッキ カギ ガク サンコウケイジ

														R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		今回 コンカイ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								1,951		1,991		40		1,971		2,078		107		2,013		2,133		120		2,059		2,183		123		2,237		地方消費税清算金の増（＋108億）、個人県民税の増（＋59億）
コロナの影響による経済活動の回復による チホウショウヒゼイセイサンキン ゾウ オク コジンケンミンゼイ ゾウ オク エイキョウ ケイザイ カツドウ カイフク

SS17081274: 法人２税・譲与税　▲62億
地方消費税＋24億

						地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								2,162		2,177		15		2,169		2,245		76		2,151		2,179		28		2,088		2,129		41		2,069		普通交付税の増（＋72億）、特別交付税の増（＋4億）
臨時財政対策債の減による。普交＋臨財債は減傾向。 フツウコウフゼイ ゾウ オク トクベツコウフゼイ ゾウ オク リンジザイセイタイサクサイ ゲン フ コウ リン ザイ サイ ゲン ケイコウ

						国庫支出金 コッコ シシュツキン								876		808		▲ 68		858		872		14		836		816		▲ 20		837		814		▲ 23		816		R4は台風分の増（＋16億）、以降は人件費（義務教）の減等 タイフウ ブン ゾウ オク イコウ ジンケンヒ ギム キョウ ゲン トウ

						県債 ケンサイ								809		746		▲ 63		782		707		▲ 75		734		671		▲ 63		734		687		▲ 47		634		（臨財債除き）R4は台風分の増（＋17億）、以降は大規模の増や退手の増による リンザイサイノゾ タイフウブン ゾウ オク イコウ ダイキボ ゾウ タイテ ゾウ

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						352		357		5		320		209		▲ 110		302		219		▲ 83		282		216		▲ 66		209		R4地方財政仮試算により、R4の伸び率が大きく減となったことによる チホウザイセイ カリ シサン ノ リツ オオ ゲン

						その他 タ								721		652		▲ 69		709		656		▲ 53		706		646		▲ 60		703		650		▲ 52		650		制度融資に係る貸付金元利収入の減（▲45億、商工） セイドユウシ カカ カシツケキン ガンリシュウニュウ ゲン オク ショウコウ

						計 ケイ						A		6,519		6,374		▲ 145		6,489		6,558		69		6,440		6,445		5		6,421		6,463		42		6,406

								県税等+交付税等+臨財債-税交付金 ケン ゼイ トウ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイ コウフキン						3,914		3,903		▲ 10		3,909		3,909		1		3,903		3,888		▲ 15		3,854		3,865		11		3,833

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								2,828		2,825		▲ 2		2,811		2,807		▲ 4		2,815		2,819		4		2,817		2,840		23		2,851

								人件費 ジンケンヒ						1,789		1,780		▲ 9		1,795		1,785		▲ 10		1,804		1,796		▲ 8		1,793		1,802		9		1,794		（退手除き）定数の減（▲141人、主に教員） タイテノゾ テイスウ ゲン ニン オモ キョウイン

										うち退職手当 タイショク テアテ				162		165		4		166		168		3		174		178		3		163		177		14		169		臨時教員の増（＋1.8億）、普通退職の増（＋0.7億）。R6は定年退職の増（＋10.5億、教育） リンジキョウイン ゾウ オク フツウタイショク ゾウ オク テイネンタイショク ゾウ オク キョウイク

								扶助費 フジョヒ						117		121		3		118		122		3		120		122		3		121		123		3		124		児童保護措置費（＋1億）、奨学のための給付金支給事業費（＋2億、教育＋ふるさと） ジドウホゴソチヒ オク ショウガク キュウフキン シキュウジギョウヒ オク キョウイク

								公債費 コウサイ ヒ						922		925		3		898		901		2		891		900		9		903		914		11		933		臨財債繰上償還（＋20億）、新発債の減や設定利率の見直し等に伴う利息の減（▲20億）、R2の発行実績の増による元金増 リンザイサイク ア ショウカン オク シンパツサイ ゲン セッテイリリツ ミナオ トウ トモナ リソク ゲン オク ハッコウ ジッセキ ゾウ ガンキン ゾウ

						投資的経費（台風対応経費除く） トウシテキ ケイヒ タイフウタイオウケイヒノゾ								891		730		▲ 161		891		871		▲ 21		891		871		▲ 21		891		871		▲ 21		871

								普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						843		663		▲ 180		843		823		▲ 21		843		823		▲ 21		843		823		▲ 21		823		公共、大規模除きの減（▲28億、主に発射台における環境・農水事業（ほぼ国庫）） コウキョウ ダイキボ ノゾ ゲン オク オモ ハッシャダイ カンキョウ ノウスイジギョウ コッコ

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ				535		390		▲ 146		535		535		0		535		535		0		535		535		0		535

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ				170		163		▲ 7		170		178		8		170		178		8		170		178		8		178		（平準化しているため具体的な増減事業の表記は不可能）
R4：学校22億、新野球場15億、老人福祉施設8億、警察ﾍﾘ7億 ヘイジュンカ グタイ テキ ジギョウ ヒョウキ ガッコウ オク シンヤキュウジョウ オク ロウジンフクシシセツ オク ケイサツ オク

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ						48		67		19		48		48		▲ 0		48		48		▲ 0		48		48		▲ 0		48

						その他 タ								2,798		2,813		15		2,835		2,847		12		2,857		2,878		21		2,897		2,921		24		2,922		（下以外）制度融資に係る貸付金の減（▲46億、商工） シタイガイ セイドユウシ カカ カシツケキン ゲン オク ショウコウ

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ						1,779		1,846		66		1,796		1,863		67		1,820		1,894		74		1,838		1,914		76		1,940		（下以外）大規模（＋5億：介護施設等整備事業費（＋9億、R2見通しでは計上なし、財源は全額繰入金）） シタイガイ ダイキボ オク カイゴシセツトウセイビ ジギョウヒ オク ミトオ ケイジョウ ザイゲン ゼンガク クリイレキン

										うち税関係交付金 ゼイ カンケイ コウフキン				551		622		71		551		624		72		563		644		81		576		662		87		682		地方消費税交付金の増（＋50億）、地方消費税清算金の増（＋34億） チホウショウヒゼイコウフキン ゾウ オク チホウショウヒゼイセイサンキン ゾウ オク

										うち社会保障関係費 シャカイ ホショウ カンケイ				680		670		▲ 10		690		677		▲ 12		699		685		▲ 14		709		692		▲ 17		700		R2推計の伸び率：1.39％（H30地財伸び率×65歳以上人口対全国伸び率）
→R3推計の伸び率：1.10％（R3地財伸び率×65歳以上人口対全国伸び率） スイケイ ノ リツ チザイノ リツ サイイジョウジンコウ タイゼンコクノ リツ スイケイ ノ リツ チザイノ リツ サイイジョウジンコウタイゼンコクノ リツ

								うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ						138		133		▲ 5		143		139		▲ 4		148		144		▲ 4		153		148		▲ 6		152		R3当初においてR2試算ほど事業費が伸びなかったことによる
（R2試算：132億円×103.72％＝138億円、R3試算：132億円） トウショ シサン ジギョウヒ ノ シサン オクエン オクエン シサン オクエン

						台風対応経費 タイフウ タイオウ ケイヒ								92		63		▲ 29		50		131		81		0		0		0		0		0		0		0		R4：河川激甚災害対策特別緊急事業費（＋72億） カセンゲキジン サイガイタイサクトクベツキンキュウジギョウ ヒ オク

						計 ケイ						B		6,609		6,431		▲ 178		6,587		6,656		69		6,563		6,567		4		6,605		6,631		26		6,643

				収支（A-B） シュウシ								C		▲ 90		▲ 57		33		▲ 98		▲ 98		▲ 1		▲ 123		▲ 123		1		▲ 184		▲ 168		16		▲ 237



		震災分 シンサイ ブン		歳入　計 サイニュウ ケイ								D		355		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		291				▲ 291		228		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		164		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0

				歳出　計 サイシュツ ケイ								E		3,938		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,153				▲ 3,153		2,652		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,827		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		66

				収支（D-E） シュウシ								F		▲ 16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 16				16		▲ 16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0

				全体収支（C+F） ゼンタイ シュウシ								G		▲ 115		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 94				94		▲ 104		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 104		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		33

																ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						(0)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		(0)

				財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										282		391		110		217		326		109		127		237		110		▲ 25		101		126		▲ 103		R2実質収支1/2の財調積戻し123億円により改善 ジッシツシュウシ ザイチョウツミモド オクエン カイゼン



























×ポイント版（公表）

		中期財政見通し （Ｈ２８～Ｈ３２） チュウキ ザイセイ ミトオ



																								（単位：億円） タンイ オク エン

														H28		H29		H30		H31		H32		傾向 ケイコウ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								1,991		2,078		2,133		2,183		2,237

						地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								2,177		2,245		2,179		2,129		2,069

						国庫支出金 コッコ シシュツキン								824		872		816		814		816

						県債 ケンサイ								780		707		671		687		634

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						357		209		219		216		209

						その他 タ								656		656		646		650		650

						計 ケイ						A		6,428		6,558		6,445		6,463		6,406

								実質的な一般財源総額 ジッシツ テキ イッパン ザイゲン ソウガク						3,988		3,929		3,908		3,885		3,854

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								2,825		2,807		2,819		2,840		2,851

								人件費 ジンケンヒ						1,780		1,785		1,796		1,802		1,794

										うち退職手当 タイショク テアテ				165		168		178		177		169

								扶助費 フジョヒ						121		122		122		123		124

								公債費 コウサイ ヒ						925		901		900		914		933

						投資的経費 トウシテキ ケイヒ								851		1,002		871		871		871

								普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						801		954		823		823		823

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ				526		667		535		535		535

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ				166		178		178		178		178

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ						50		48		48		48		48

						その他 タ								2,802		2,847		2,878		2,921		2,922

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ						1,839		1,863		1,894		1,914		1,940

										うち国体・障スポ開催経費 コクタイ ショウ カイサイ ケイヒ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										うち社会保障関係経費 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								

 : 【社会保障関係費】
・厚生労働省Ｈ29概算要求資料より高齢化等に伴う自然増2.3％（6,400億円）と同率の伸びを採用。		うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ						132		139		144		148		152

																								

 : 【維持補修費】
・地方財政計画の維持補修費の過去5年平均伸び率4.5％で推計。		計 ケイ						B		6,479		6,656		6,567		6,631		6,643

				収支（A-B） シュウシ								C		▲ 51		▲ 98		▲ 123		▲ 168		▲ 237



		震災分 シンサイ ブン		歳入　計 サイニュウ ケイ								D		3,988		3,922		3,137		2,636		1,811

				歳出　計 サイシュツ ケイ								E		4,004		3,938		3,153		2,652		1,827

				収支（D-E） シュウシ								F		▲ 16		▲ 16		▲ 16		▲ 16		▲ 16

																								

 : 【震災分】
・復興事業費試算（Ｈ27.4）より、予算規模及び収支ギャップ（財源措置のない事業）を算出。
・国の方針による新たな県負担73億円は、全額県債対応と仮定し、収支ギャップに加算しない。当該県債発行に係る償還額は、H37以降に最大となり年4億円程度となる見込み（3年据置30年償還の場合）。		全体収支（C+F） ゼンタイ シュウシ								G		▲ 67		▲ 114		▲ 139		▲ 184		▲ 253



																								

 : 【全体収支】
・昨年度の中期財政見通しと比較して、一般財源総額の増、県債発行額の増、公債費の減等により、収支ギャップは全体的に縮小。大規模事業の抑制（または県債追加発行）により更に縮小可能。		財源対策基金年度末残高見込 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ ミコミ								Ｊ		450		352		229		61		▲ 176



																								

 : 【基金残高・財源不足】
・毎年度の実質収支による積戻は考慮していない。
・収支ギャップを基金取崩で対応する場合、H30年度末でほぼ枯渇		

 : 【県税】 
・国の「経済財政の中長期試算」の名目経済成長率及び地財仮試算の地方税収伸び率を踏まえ試算。
・消費税増税（10％）による影響額は見込まない。		

 : 【地方交付税】 
・事業費補正、公債費算入額を積算推計し、H27国調人口減の影響を勘案し試算。
・地財仮試算を踏まえＨ29地方交付税額はＨ28決定額比▲4.4％を目途に調整。		財源対策基金年度末残高見込 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ ミコミ								Ｄ		450		417		296		127		▲ 110























																								

 : 【基金残高・財源不足】
・Ｈ28決算の実質収支を当初予算額の１％と見込み、その1/2を積戻しする仮定により試算
・収支ギャップを基金取崩で対応する場合、H31年度末でほぼ枯渇		

 : 【県債】
・公債費負担適正化計画を踏まえ、臨時財政対策債を除く発行額が355億円（H25決算）以下となるよう調整
・調整額はＨ29▲16億円、一般財源で手当。（療育センター経費の増額が要因）		

 : 【臨時財政対策債】
・地財仮試算を踏まえ、Ｈ29発行額はＨ28発行可能額比24.7％増を目途に調整。
・県税の増加額の75％が臨時財政対策債で減額調整されると仮定し控除。		

 : 【一般財源総額】
・実質的税収（県税等から税交付金を控除した額）＋普通交付税＋特別交付税＋臨時財政対策債の計数。
・財源留保を見込み4,000億円程度と推計、普通交付税（公債費）の減による減少傾向を見込む		

 : 【人件費】
・退職手当は教職員の退職者数の増加によりH35までは微増見込。
・退職手当債は激変緩和措置（～Ｈ30）を見込み積算、Ｈ30以降は制度変更後の数値。		

 : 【公債費】
・H26をピークに大幅減少。H33に1,000億円程度まで減少する見込み。		

 : 【普通建設事業】
・公共事業はＨ28当初同額ベースと仮定。
・非公共事業（大規模事業）はサマレビ後の数値に置換。Ｈ29事業費増により県債発行額が公債費負担適正化計画の基準を超過するため、超過分の県債発行を抑制（上記「県債」参照）。

・国体関係費の増加、退職者数の増加、退職手当債の廃止（※）等により、H27年度は●億円、H28年度は●億円の収支ギャップが生じる見込み。
※今後、退職者数増加による人件費の増加が見込まれるが、退職手当債発行はH27年度までとされており、制度延長がない場合、収支ギャップが拡大。

・収支ギャップを埋めるための財源対策として、行政改革推進債及び退職手当債の発行を行い、なお生じる不足は財源対策基金により対応することとした場合、財源対策基金残高はH28年度末に枯渇する見込み。

・公債費はH26年度にピークとなり、その後逓減する見込み。しかし実質公債費比率はH32年度まで18％を上回ると想定されることから、公債費負担適正化計画に基づき、県債の新規発行額をH25年度の発行規模以下に抑制する必要がある。

非公表（５年分）



×ポイント版（実質）

		中期財政見通し （Ｈ２８～Ｈ３２） チュウキ ザイセイ ミトオ



																								（単位：億円） タンイ オク エン

														H29		H30		H31		H32		H33		傾向 ケイコウ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								1,991		2,078		2,133		2,183		2,237

						地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								2,177		2,245		2,179		2,129		2,069

						国庫支出金 コッコ シシュツキン								824		872		816		814		816

						県債 ケンサイ								780		707		671		687		634

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						357		209		219		216		209

						その他 タ								656		656		646		650		650

						計 ケイ						A		6,428		6,558		6,445		6,463		6,406

								実質的な一般財源総額 ジッシツ テキ イッパン ザイゲン ソウガク						3,988		3,929		3,908		3,885		3,854

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								2,825		2,807		2,819		2,840		2,851

								人件費 ジンケンヒ						1,780		1,785		1,796		1,802		1,794

										うち退職手当 タイショク テアテ				165		168		178		177		169

								扶助費 フジョヒ						121		122		122		123		124

								公債費 コウサイ ヒ						925		901		900		914		933

						投資的経費 トウシテキ ケイヒ								851		1,002		871		871		871

								普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						801		954		823		823		823

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ				526		667		535		535		535

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ				166		178		178		178		178

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ						50		48		48		48		48

						その他 タ								2,802		2,847		2,878		2,921		2,922

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ						1,839		1,863		1,894		1,914		1,940

										うち国体・障スポ開催経費 コクタイ ショウ カイサイ ケイヒ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										うち社会保障関係経費 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																								

 : 【社会保障関係費】
・厚生労働省Ｈ29概算要求資料より高齢化等に伴う自然増2.3％（6,400億円）と同率の伸びを採用。		うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ						132		139		144		148		152

																								

 : 【維持補修費】
・地方財政計画の維持補修費の過去5年平均伸び率4％を用いて推計。		計 ケイ						B		6,479		6,656		6,567		6,631		6,643

				収支（A-B） シュウシ								C		▲ 51		▲ 98		▲ 123		▲ 168		▲ 237



		震災分 シンサイ ブン		歳入　計 サイニュウ ケイ								D		3,988		3,922		3,137		2,636		1,811

				歳出　計 サイシュツ ケイ								E		4,004		3,938		3,153		2,652		1,827

				収支（D-E） シュウシ								F		▲ 16		▲ 16		▲ 16		▲ 16		▲ 16

																								

 : 【震災分】
・復興事業費試算（Ｈ27.4）より、予算規模及び収支ギャップ（財源措置のない事業）を算出。
・国の方針による新たな県負担73億円は、全額県債対応と仮定し、収支ギャップに加算しない。当該県債発行に係る償還額は、H37以降に最大となり年4億円程度となる見込み（3年据置30年償還の場合）。		全体収支（C+F） ゼンタイ シュウシ								G		▲ 67		▲ 114		▲ 139		▲ 184		▲ 253



																								

 : 【全体収支】
・昨年度の中期財政見通しと比較して、一般財源総額の増、県債発行額の増、公債費の減等により、収支ギャップは全体的に縮小。大規模事業の抑制（または県債追加発行）により更に縮小可能。		財源対策基金年度末残高見込 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ ミコミ								Ｊ		450		352		229		61		▲ 176



																								

 : 【基金残高・財源不足】
・毎年度の実質収支による積戻は考慮していない。
・収支ギャップを基金取崩で対応する場合、H30年度末でほぼ枯渇		

 : 【県税】 
・国の「経済財政の中長期試算」の名目経済成長率及び地財仮試算の地方税収伸び率を踏まえ試算。
・消費税増税（10％）による影響額は見込まない。		

 : 【地方交付税】 
・事業費補正、公債費算入額を積算推計し、H27国調人口減の影響を勘案し試算。
・地財仮試算を踏まえＨ29地方交付税額はＨ28決定額比▲4.4％を目途に調整。		財源対策基金年度末残高見込 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ ミコミ								Ｄ		450		417		361		258		87























																								

 : 【基金残高・財源不足】
・実質収支を当初予算額の１％と見込み、その1/2を積戻しする仮定により試算
・収支ギャップを基金取崩で対応する場合、H31年度末でほぼ枯渇		

 : 【県債】
・公債費負担適正化計画を踏まえ、臨時財政対策債を除く発行額が355億円（H25決算）以下となるよう調整
・調整額はＨ29▲16億円、一般財源で手当。（療育センター経費の増額が要因）		

 : 【臨時財政対策債】
・地財仮試算を踏まえ、Ｈ29発行額はＨ28発行可能額比24.7％増を目途に調整。
・県税の増加額の75％が臨時財政対策債で減額調整されると仮定し控除。		

 : 【一般財源総額】
・実質的税収（県税等から税交付金を控除した額）＋普通交付税＋特別交付税＋臨時財政対策債の計数。
・財源留保を見込み4,000億円程度と推計、普通交付税（公債費）の減による減少傾向を見込む		

 : 【人件費】
・退職手当は教職員の退職者数の増加によりH35までは微増見込。
・退職手当債は激変緩和措置（～Ｈ30）を見込み積算、Ｈ30以降は制度変更後の数値。		

 : 【公債費】
・H26をピークに大幅減少。H33に1,000億円程度まで減少する見込み。		

 : 【普通建設事業】
・公共事業はＨ28当初同額ベースと仮定。
・非公共事業（大規模事業）はサマレビ後の数値に置換。Ｈ29事業費増により県債発行額が公債費負担適正化計画の基準を超過するため、超過分の県債発行を抑制（上記「県債」参照）。

・国体関係費の増加、退職者数の増加、退職手当債の廃止（※）等により、H27年度は●億円、H28年度は●億円の収支ギャップが生じる見込み。
※今後、退職者数増加による人件費の増加が見込まれるが、退職手当債発行はH27年度までとされており、制度延長がない場合、収支ギャップが拡大。

・収支ギャップを埋めるための財源対策として、行政改革推進債及び退職手当債の発行を行い、なお生じる不足は財源対策基金により対応することとした場合、財源対策基金残高はH28年度末に枯渇する見込み。

・公債費はH26年度にピークとなり、その後逓減する見込み。しかし実質公債費比率はH32年度まで18％を上回ると想定されることから、公債費負担適正化計画に基づき、県債の新規発行額をH25年度の発行規模以下に抑制する必要がある。

非公表（５年分）



資料３（昨年度比較・一財）

		中期財政見通し  R2.9月試算との比較（一財ベース） チュウキ ザイセイ ミトオ ガツ シサン ヒカク イチザイ																																										（単位：億円） タンイ オクエン

														R3						R4						R5						R6						R7		増減理由
（増減額は特記していない限りR4の額を参考掲示） ゾウゲンリユウ ゾウゲンガク トッキ カギ ガク サンコウケイジ

														R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		R2.9		今回 コンカイ		増減 ゾウゲン		今回 コンカイ

		通常分 ツウジョウ ブン		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								1,951		1,991		40		1,971		2,078		107		2,013		2,133		120		2,059		2,183		123		2,237		地方消費税清算金の増（＋108億）、個人県民税の増（＋59億）
コロナの影響による経済活動の回復による チホウショウヒゼイセイサンキン ゾウ オク コジンケンミンゼイ ゾウ オク エイキョウ ケイザイ カツドウ カイフク

SS17081274: 法人２税・譲与税　▲62億
地方消費税＋24億

						地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								2,162		2,177		15		2,169		2,245		76		2,151		2,179		28		2,088		2,129		41		2,069		普通交付税の増（＋72億）、特別交付税の増（＋4億）
臨時財政対策債の減による。普交＋臨財債は減傾向。 フツウコウフゼイ ゾウ オク トクベツコウフゼイ ゾウ オク リンジザイセイタイサクサイ ゲン フ コウ リン ザイ サイ ゲン ケイコウ

						国庫支出金 コッコ シシュツキン								21		36		15		21		20		▲ 1		21		20		▲ 1		21		20		▲ 1		20		高率補助精算金の減（▲1億）※推計前年度決算額を横置き コウリツホジョセイサンキン ゲン オク スイケイゼンネンドケッサンガク ヨコオ

						県債 ケンサイ								352		357		5		320		209		▲ 110		302		219		▲ 83		282		216		▲ 66		209

								うち臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						352		357		5		320		209		▲ 110		302		219		▲ 83		282		216		▲ 66		209		R4地方財政仮試算により、R4の伸び率が大きく減となったことによる チホウザイセイ カリ シサン ノ リツ オオ ゲン

						その他 タ								56		56		1		54		46		▲ 8		54		45		▲ 8		54		54		1		54		医療局長期貸付金償還金の減　※R2推計では償還計画に関係なく毎年10億償還としていたが、R3推計では償還計画に沿った イリョウキョク チョウキカシツケキンショウカンキン ゲン スイケイ ショウカンケイカク カンケイ マイトシ オクショウカン スイケイ ショウカン ケイカク ソ

						計 ケイ						A		4,541		4,617		76		4,535		4,598		64		4,540		4,597		56		4,504		4,601		98		4,590

								県税等+交付税等+臨財債-税交付金 ケン ゼイ トウ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイ コウフキン						3,914		3,903		▲ 10		3,909		3,909		1		3,903		3,888		▲ 15		3,854		3,865		11		3,833

				歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								2,496		2,499		3		2,475		2,474		▲ 1		2,470		2,479		9		2,482		2,499		17		2,518

								人件費 ジンケンヒ						1,521		1,520		▲ 2		1,523		1,518		▲ 5		1,525		1,523		▲ 2		1,525		1,529		4		1,528		（退手除き）定数の減（▲141人、主に教員） タイテノゾ テイスウ ゲン ニン オモ キョウイン

										うち退職手当 タイショク テアテ				144		147		4		144		144		1		144		147		2		144		146		2		146		臨時教員の増（＋1.8億）、普通退職の増（＋0.7億）。R6は定年退職の増（＋10.5億、教育） リンジキョウイン ゾウ オク フツウタイショク ゾウ オク テイネンタイショク ゾウ オク キョウイク

								扶助費 フジョヒ						53		55		2		54		56		2		54		56		2		55		57		2		57		児童保護措置費（＋0.5億）、奨学のための給付金支給事業費（＋1億、教育＋ふるさと） ジドウホゴソチヒ オク ショウガク キュウフキン シキュウジギョウヒ オク キョウイク

								公債費 コウサイ ヒ						921		924		3		898		900		2		891		900		9		902		914		11		933		臨財債繰上償還（＋20億）、新発債の減や設定利率の見直し等に伴う利息の減（▲20億）、R2の発行実績の増による元金増 リンザイサイク ア ショウカン オク シンパツサイ ゲン セッテイリリツ ミナオ トウ トモナ リソク ゲン オク ハッコウ ジッセキ ゾウ ガンキン ゾウ

						投資的経費（台風対応経費除く） トウシテキ ケイヒ タイフウタイオウケイヒノゾ								91		74		▲ 17		99		96		▲ 3		113		96		▲ 16		97		96		▲ 1		96

								普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						89		73		▲ 16		97		95		▲ 2		111		95		▲ 16		96		95		▲ 1		95		（公共・大規模除き）北いわてスマート農業の減（R3▲3億をR4以降横置き） コウキョウ ダイキボ ノゾ キタ ノウギョウ ゲン オク イコウヨコオ

										うち公共事業 コウキョウ ジギョウ				33		28		▲ 5		33		33		0		33		33		0		33		33		0		33

										うち大規模事業（非公共） ダイキボ ジギョウ ヒ コウキョウ				37		30		▲ 7		45		48		3		58		48		▲ 11		43		48		4		48		（平準化しているため具体的な増減事業の表記は不可能） ヘイジュンカ グタイ テキ ジギョウ ヒョウキ

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ						2		2		▲ 0		2		1		▲ 1		2		1		▲ 1		2		1		▲ 1		1

						その他 タ								2,042		2,176		134		2,058		2,120		62		2,081		2,144		64		2,108		2,174		67		2,213		（下以外）繰出金の減（R3▲3億をR4以降横置き） シタ イガイ クリダ キン ゲン イコウ ヨコオ

								うち補助費等 ホジョ ヒ トウ						1,616		1,759		144		1,628		1,695		68		1,650		1,722		72		1,673		1,747		74		1,774

										うち税関係交付金 ゼイ カンケイ コウフキン				551		622		71		551		624		72		563		644		81		576		662		87		682		地方消費税交付金の増（＋50億）、地方消費税清算金の増（＋34億） チホウショウヒゼイコウフキン ゾウ オク チホウショウヒゼイセイサンキン ゾウ オク

										うち社会保障関係費 シャカイ ホショウ カンケイ				656		649		▲ 7		665		656		▲ 9		675		664		▲ 11		684		671		▲ 13		678		R2推計の伸び率：1.39％（H30地財伸び率×65歳以上人口対全国伸び率）
→R3推計の伸び率：1.10％（R3地財伸び率×65歳以上人口対全国伸び率） スイケイ ノ リツ チザイノ リツ サイイジョウジンコウ タイゼンコクノ リツ スイケイ ノ リツ チザイノ リツ サイイジョウジンコウタイゼンコクノ リツ

								うち維持補修費 イジ ホシュウ ヒ						109		106		▲ 3		113		111		▲ 1		117		115		▲ 1		121		118		▲ 3		122

						台風対応経費 タイフウ タイオウ ケイヒ								1		1		▲ 0		1		6		5		0		0		0		0		0		0		0

						計 ケイ						B		4,630		4,751		121		4,633		4,676		43		4,663		4,699		36		4,687		4,750		63		4,807

				収支（A-B） シュウシ								C		▲ 90		▲ 57		33		▲ 98		▲ 98		▲ 1		▲ 123		▲ 123		1		▲ 184		▲ 168		16		▲ 237



		震災分 シンサイ ブン		歳入　計 サイニュウ ケイ								D		355		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		291				▲ 291		228		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		164		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				歳出　計 サイシュツ ケイ								E		3,938		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		3,153				▲ 3,153		2,652		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,827		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				収支（D-E） シュウシ								F		▲ 16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 16				16		▲ 16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				全体収支（C+F） ゼンタイ シュウシ								G		▲ 115		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 94				94		▲ 104		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲ 104		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						(0)				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				財源対策基金年度末残高 ザイゲン タイサク キキン ネンドマツ ザンダカ										282		391		110		217		326		109		127		237		110		▲ 25		101		126		▲ 103		R2実質収支1/2の財調積戻し123億円により改善 ジッシツシュウシ ザイチョウツミモド オクエン カイゼン



























全体

																																						（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン

		区　分 ク ブ										R2				R3（現計＝公表） ゲンケイ コウヒョウ				R3（当初＝発射台） トウショ ハッシャ ダイ				R4				R5				R6				R7

												通常分 ツウジョウ ブン				通常分 ツウジョウ ブン				通常分 ツウジョウ ブン				通常分 ツウジョウ ブン				通常分 ツウジョウ ブン				通常分 ツウジョウ ブン				通常分 ツウジョウ ブン

														一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン

		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								204,107		204,107		199,124		199,124		199,124		199,124		207,850		207,850		213,317		213,317		218,259		218,259		223,723		223,723

						県税 ケン ゼイ						126,984		126,984		121,672		121,672		121,672		121,672		127,106		127,106		130,010		130,010		132,645		132,645		135,550		135,550

						地方消費税清算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン						55,608		55,608		60,105		60,105		60,105		60,105		62,357		62,357		64,440		64,440		66,335		66,335		68,415		68,415

						地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ						21,515		21,515		17,347		17,347		17,347		17,347		18,386		18,386		18,866		18,866		19,278		19,278		19,757		19,757

				地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								219,773		219,773		217,693		217,693		217,693		217,693		224,506		224,506		217,898		217,898		212,864		212,864		206,884		206,884

						地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ						733		733		668		668		668		668		544		544		544		544		544		544		544		544

						地方交付税 チホウ コウフゼイ						219,040		219,040		217,025		217,025		217,025		217,025		223,962		223,962		217,354		217,354		212,320		212,320		206,340		206,340

								普通交付税 フツウ コウフゼイ				215,176		215,176		213,140		213,140		213,140		213,140		219,274		219,274		212,666		212,666		207,632		207,632		201,652		201,652

								特別交付税 トクベツ コウフゼイ				3,864		3,864		3,864		3,864		3,864		3,864		4,667		4,667		4,667		4,667		4,667		4,667		4,667		4,667

								震災復興特別交付税 シンサイ フッコウ トクベツ コウフゼイ				0		0		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21

				国庫支出金 コッコ シシュツキン								104,950		3,245		80,752		3,571		82,437		3,571		87,170		1,988		81,614		1,988		81,448		1,988		81,557		1,988

				県債 ケンサイ								95,060		31,011		74,610		35,724		78,002		35,724		70,704		20,946		67,073		21,941		68,677		21,574		63,414		20,943

						臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						21,472		21,472		35,724		35,724		35,724		35,724		20,946		20,946		21,941		21,941		21,574		21,574		20,943		20,943

						上記以外 ジョウキ イガイ						73,588		9,539		38,886		0		42,278		0		49,758		0		45,132		0		47,103		0		42,471		0

				その他 タ								65,427		5,953		65,215		5,606		65,578		5,619		65,570		4,558		64,596		4,544		65,029		5,435		65,003		5,433

						分担金・負担金 ブンタンキン フタンキン						2,717		3		1,418		2		1,507		2		1,448		2		1,448		2		1,448		2		1,448		2

						使用料・手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ						7,494		8		7,983		93		8,060		187		8,045		186		8,014		186		8,142		186		8,119		186

						その他 タ						55,216		5,943		55,814		5,511		56,011		5,430		56,077		4,371		55,134		4,357		55,438		5,247		55,437		5,245

								交安金 コウ ヤス キン				372		372		377		377		377		377		377		377		377		377		377		377		377		377

								財産収入 ザイサン シュウニュウ				1,069		582		1,011		487		1,000		482		1,003		472		1,003		489		1,003		488		1,003		488

								寄附金 キフキン				151		120		149		75		149		75		149		75		149		75		149		75		149		75

								繰入金 クリイレ キン				4,079		730		4,509		402		4,467		422		5,148		373		4,862		342		4,155		233		4,142		232

										特別会計繰入金 トクベツ カイケイ クリイレ キン		663		663		305		310		329		329		280		280		249		249		233		233		232		232

										電気 デンキ		87		67		123		93		123		93		123		93		123		93		30		0		30		0

										基金（財源対策） キキン ザイゲン タイサク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										基金（事業充当） キキン ジギョウ ジュウトウ		3,329		0		4,081		0		4,014		0		4,744		0		4,490		0		3,892		0		3,880		0

								繰越金 クリコシ キン				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								諸収入 ショ シュウニュウ				49,545		4,138		49,769		4,170		50,018		4,074		49,401		3,074		48,744		3,074		49,754		4,074		49,766		4,074

				歳入合計 サイニュウ ゴウケイ								689,317		464,089		637,395		461,718		642,834		461,731		655,799		459,848		644,497		459,688		646,275		460,119		640,580		458,970

		一般財源総額（地方税・譲与税・特例交付金・交付税・臨財債） イッパン ザイゲン ソウガク チホウゼイ ジョウヨ ゼイ トクレイ コウフキン コウフゼイ リン ザイ サイ										445,352		445,352		452,520		452,520		452,520		452,520		453,280		453,280		453,134		453,134		452,675		452,675		451,528		451,528

		歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								282,467		251,137		282,527		249,943		282,507		249,938		280,685		247,442		281,917		247,882		283,978		249,917		285,114		251,793

						人件費 ジンケンヒ						174,122		149,298		177,983		151,968		177,983		151,968		178,469		151,838		179,646		152,281		180,236		152,905		179,374		152,843

								退職手当 タイショク テアテ				14,647		14,247		16,520		14,720		16,520		14,720		16,841		14,441		17,750		14,650		17,668		14,568		16,866		14,566

								上記以外 ジョウキ イガイ				159,475		135,051		161,463		137,248		161,463		137,248		161,628		137,397		161,896		137,630		162,568		138,337		162,508		138,277

						扶助費 フジョヒ						11,868		5,386		12,075		5,546		12,055		5,542		12,150		5,579		12,248		5,618		12,347		5,658		12,448		5,698

						公債費 コウサイ ヒ						96,477		96,453		92,469		92,429		92,469		92,429		90,065		90,025		90,023		89,983		91,394		91,354		93,292		93,252

								元金 ガンキン				88,223		88,199		84,496		84,456		84,496		84,456		80,403		80,363		79,599		79,559		79,942		79,902		80,576		80,536

								積立（元金扱い） ツミタテ ガンキン アツカ				0		0		0		0		0		0		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,500		2,500

								利子 リシ				8,251		8,251		7,965		7,965		7,965		7,965		7,654		7,654		8,416		8,416		9,444		9,444		10,208		10,208

								一時借入 イチジ カリイレ				4		4		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

				投資的経費 トウシテキ ケイヒ								132,914		8,710		79,278		7,493		85,146		7,564		100,198		10,194		87,054		9,619		87,054		9,619		87,054		9,619

						普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						127,214		8,440		72,370		7,331		80,142		7,436		95,402		10,079		82,258		9,503		82,258		9,503		82,258		9,503

								公共 コウキョウ				101,975		4,224		45,056		2,869		52,562		3,006		66,668		3,859		53,524		3,283		53,524		3,283		53,524		3,283

								大規模 ダイキボ				17,875		3,237		16,305		2,974		16,613		2,968		17,767		4,758		17,767		4,758		17,767		4,758		17,767		4,758

								上記以外 ジョウキ イガイ				7,364		979		11,009		1,488		10,967		1,462		10,967		1,462		10,967		1,462		10,967		1,462		10,967		1,462

						災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ						5,700		270		6,909		162		5,003		128		4,795		116		4,795		116		4,795		116		4,795		116

				その他 タ								279,841		210,147		288,787		217,645		280,234		209,281		284,718		212,013		287,778		214,438		292,082		217,422		292,155		221,302

						物件費 ブッケン ヒ						23,605		16,712		26,698		18,200		26,466		18,158		26,141		18,817		25,811		18,373		25,602		18,331		26,420		19,235

						補助費等 ホジョ ヒ トウ						182,013		166,471		191,893		175,940		183,852		167,898		186,349		169,534		189,398		172,193		191,364		174,736		193,996		177,353

								税関係交付金 ゼイカン ガカリ コウフキン				58,793		58,793		62,199		62,199		61,677		61,677		62,353		62,353		64,376		64,376		66,216		66,216		68,236		68,236

								上記以外 ジョウキ イガイ				123,220		107,678		129,693		113,741		122,175		106,221		123,997		107,181		125,022		107,817		125,148		108,520		125,760		109,117

						その他 タ						74,223		26,964		70,197		23,504		69,916		23,225		72,228		23,663		72,569		23,872		75,116		24,355		71,739		24,713

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ				16,192		13,673		13,296		10,635		13,180		10,520		13,920		11,139		14,392		11,541		14,780		11,816		15,244		12,204

								積立金 ツミタテ キン				4,772		2,387		3,326		1,942		3,158		1,774		3,748		1,950		3,680		1,882		3,680		1,882		3,680		1,882

								投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン				17		14		102		52		102		52		102		52		102		52		102		52		102		52

								貸付金 カシツケ キン				42,651		299		42,862		265		42,862		265		44,158		222		44,219		221		46,271		322		42,343		206

								繰出金 クリダ キン				10,291		10,291		10,010		10,010		10,014		10,014		9,999		9,999		9,876		9,876		9,983		9,983		10,070		10,070

								予備費 ヨビ ヒ				300		300		600		600		600		600		300		300		300		300		300		300		300		300

				歳出合計 サイシュツ ゴウケイ								695,223		469,994		650,593		475,081		647,887		466,784		665,600		469,649		656,748		471,939		663,114		476,957		664,323		482,713

		収支ギャップ シュウシ										▲ 5,905		▲ 5,905		▲ 13,198		▲ 13,363		▲ 5,052		▲ 5,052		▲ 9,802		▲ 9,802		▲ 12,251		▲ 12,251		▲ 16,838		▲ 16,838		▲ 23,743		▲ 23,743





総括表（通常）

		岩手県 中期財政見通し（R3～R7） イワテケン チュウキ ザイセイ ミトオ																																		：ギャップ拡大要因 カクダイ ヨウイン								：ギャップ縮小要因 シュクショウ ヨウイン								（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン				★9月推計時の伸び率 ガツスイケイ ジ ノ リツ

		区分 クブン										R2				R3（現計予算→公表用） ゲンケイ ヨサン コウヒョウ ヨウ

SS17081274: 7号補正まで反映						R3（当初予算→発射台） トウショ ヨサン ハッシャダイ						R4				公表用比↓ コウヒョウ ヨウ ヒ		発射台比↓ ハッシャダイ ヒ		R5						R6						R7								H31→H32				H32→H33				H33→H34

														一般財源 イッパン ザイゲン				一般財源 イッパン ザイゲン		R1比 ヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		R1比 ヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				全体 ゼンタイ		一財 イチザイ		全体 ゼンタイ		一財 イチザイ		全体 ゼンタイ		一財 イチザイ

		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								204,107		204,107		199,124		199,124		▲ 4,983		199,124		199,124		▲ 4,983		207,850		207,850		8,726		8,726		213,317		213,317		5,467		218,259		218,259		4,942		223,723		223,723		5,464				6.06%		6.06%		4.63%		4.63%		1.11%		1.11%

						県税 ケン ゼイ						126,984		126,984		121,672		121,672		▲ 5,312		121,672		121,672		▲ 5,312		127,106		127,106		5,434		5,434		130,010		130,010		2,904		132,645		132,645		2,635		135,550		135,550		2,905				3.95%		3.95%		2.49%		2.49%		1.18%		1.18%

						地方消費税清算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン						55,608		55,608		60,105		60,105		4,497		60,105		60,105		4,497		62,357		62,357		2,252		2,252		64,440		64,440		2,083		66,335		66,335		1,895		68,415		68,415		2,080				14.65%		14.65%		11.78%		11.78%		1.38%		1.38%

						地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ						21,515		21,515		17,347		17,347		▲ 4,168		17,347		17,347		▲ 4,168		18,386		18,386		1,039		1,039		18,866		18,866		480		19,278		19,278		412		19,757		19,757		479				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								219,773		219,773		217,693		217,693		▲ 2,080		217,693		217,693		▲ 2,080		224,506		224,506		6,812		6,812		217,898		217,898		▲ 6,608		212,864		212,864		▲ 5,034		206,884		206,884		▲ 5,980				-1.08%		-1.08%		-1.48%		-1.48%		-2.34%		-2.34%

						地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ						733		733		668		668		▲ 65		668		668		▲ 65		544		544		▲ 125		▲ 125		544		544		0		544		544		0		544		544		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						地方交付税 チホウ コウフゼイ						219,040		219,040		217,025		217,025		▲ 2,015		217,025		217,025		▲ 2,015		223,962		223,962		6,937		6,937		217,354		217,354		▲ 6,608		212,320		212,320		▲ 5,034		206,340		206,340		▲ 5,980				-1.08%		-1.08%		-1.48%		-1.48%		-2.35%		-2.35%

								普通交付税 フツウ コウフゼイ				215,176		215,176		213,140		213,140		▲ 2,036		213,140		213,140		▲ 2,036		219,274		219,274		6,134		6,134		212,666		212,666		▲ 6,608		207,632		207,632		▲ 5,034		201,652		201,652		▲ 5,980				-1.10%		-1.10%		-1.43%		-1.43%		-2.39%		-2.39%

								特別交付税 トクベツ コウフゼイ				3,864		3,864		3,864		3,864		0		3,864		3,864		0		4,667		4,667		803		803		4,667		4,667		0		4,667		4,667		0		4,667		4,667		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								震災復興特別交付税 シンサイ フッコウ トクベツ コウフゼイ				0		0		21		21		21		21		21		21		21		21		0		0		21		21		0		21		21		0		21		21		0				0.00%		0.00%		-100.00%		-100.00%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				国庫支出金 コッコ シシュツキン								104,950		3,245		80,752		3,571		326		82,437		3,571		326		87,170		1,988		▲ 1,583		▲ 1,583		81,614		1,988		0		81,448		1,988		0		81,557		1,988		0				-2.99%		0.80%		-1.07%		0.80%		-1.01%		0.80%

				県債 ケンサイ								95,060		31,011		74,610		35,724		4,713		78,002		35,724		4,713		70,704		20,946		▲ 14,778		▲ 14,778		67,073		21,941		995		68,677		21,574		▲ 367		63,414		20,943		▲ 631				-0.49%		-9.29%		-4.73%		-7.32%		-1.68%		0.00%

						臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						21,472		21,472		35,724		35,724		14,252		35,724		35,724		14,252		20,946		20,946		▲ 14,778		▲ 14,778		21,941		21,941		995		21,574		21,574		▲ 367		20,943		20,943		▲ 631				-9.29%		-9.29%		-7.32%		-7.32%		0.00%		0.00%

						上記以外 ジョウキ イガイ						73,588		9,539		38,886		0		▲ 9,539		42,278		0		▲ 9,539		49,758		0		0		0		45,132		0		0		47,103		0		0		42,471		0		0				5.97%		ERROR:#DIV/0!		-3.10%		ERROR:#DIV/0!		-2.68%		ERROR:#DIV/0!

				その他 タ								65,427		5,953		65,215		5,606		▲ 347		65,578		5,619		▲ 334		65,570		4,558		▲ 1,048		▲ 1,061		64,596		4,544		▲ 14		65,029		5,435		890		65,003		5,433		▲ 2				0.72%		0.14%		0.58%		-0.78%		0.40%		1.81%

						分担金・負担金 ブンタンキン フタンキン						2,717		3		1,418		2		▲ 1		1,507		2		▲ 1		1,448		2		0		0		1,448		2		0		1,448		2		0		1,448		2		0				-4.17%		0.00%		0.03%		0.00%		0.03%		0.00%

						使用料・手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ						7,494		8		7,983		93		86		8,060		187		179		8,045		186		93		▲ 1		8,014		186		0		8,142		186		0		8,119		186		▲ 0				-0.24%		0.00%		0.24%		0.00%		-0.15%		0.00%

						その他 タ						55,216		5,943		55,814		5,511		▲ 432		56,011		5,430		▲ 512		56,077		4,371		▲ 1,140		▲ 1,060		55,134		4,357		▲ 14		55,438		5,247		890		55,437		5,245		▲ 2				0.94%		0.14%		0.63%		-0.78%		0.47%		1.82%

								交安金 コウ ヤス キン				372		372		377		377		5		377		377		5		377		377		0		0		377		377		0		377		377		0		377		377		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								財産収入 ザイサン シュウニュウ				1,069		582		1,011		487		▲ 95		1,000		482		▲ 99		1,003		472		▲ 15		▲ 11		1,003		489		17		1,003		488		▲ 1		1,003		488		▲ 1				0.12%		-2.19%		0.00%		-1.82%		-0.12%		-1.05%

								寄附金 キフキン				151		120		149		75		▲ 45		149		75		▲ 45		149		75		▲ 0		▲ 0		149		75		0		149		75		0		149		75		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								繰入金 クリイレ キン				4,079		730		4,509		402		▲ 328		4,467		422		▲ 308		5,148		373		▲ 29		▲ 49		4,862		342		▲ 31		4,155		233		▲ 109		4,142		232		▲ 1				4.75%		1.26%		2.58%		-4.26%		2.51%		11.22%

										特別会計繰入金 トクベツ カイケイ クリイレ キン		663		663		305

SS17081274: 復興パワー通常分77,738を控除		310		▲ 353		329		329		▲ 334		280		280		▲ 29		▲ 49		249		249		▲ 31		233		233		▲ 16		232		232		▲ 1				1.26%		1.26%		-4.26%		-4.26%		11.22%		11.22%

										電気 デンキ		87		67		123		93		26		123		93		26		123		93		0		0		123		93		0		30		0		▲ 93		30		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										基金（財源対策） キキン ザイゲン タイサク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										基金（事業充当） キキン ジギョウ ジュウトウ		3,329				4,081

SS17081274: 地域振興基金（三陸北いわて）10,471を加算、クリエネ26,890を控除		

SS17081274: 7号補正まで反映				0		4,014				0		4,744		0		0		0		4,490		0		0		3,892		0		0		3,880		0		0				5.27%		ERROR:#DIV/0!		3.56%		ERROR:#DIV/0!		1.36%		ERROR:#DIV/0!

								繰越金 クリコシ キン				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		▲ 0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								諸収入 ショ シュウニュウ				49,545		4,138		49,769		4,170		32		50,018		4,074		▲ 64		49,401		3,074		▲ 1,096		▲ 1,000		48,744		3,074		0		49,754		4,074		1,000		49,766		4,074		0				0.41%		0.00%		0.35%		0.00%		0.17%		0.00%

				歳入合計 サイニュウ ゴウケイ								689,317		464,089		637,395		461,718		▲ 2,371		642,834		461,731		▲ 2,358		655,799		459,848		▲ 1,871		▲ 1,884		644,497		459,688		▲ 160		646,275		460,119		431		640,580		458,970		▲ 1,149				1.23%		1.63%		0.50%		1.08%		-0.59%		-0.46%

		実質的一般財源総額
（地方税・譲与税・交付税等・臨財債-税交付金） ジッシツテキ イッパン ザイゲン ソウガク チホウゼイ ジョウヨ ゼイ コウフゼイ トウ リン ザイ サイ ゼイコウフキン										386,559		386,559		390,342		390,342		3,783		390,864		390,864		4,305		390,949		390,949		607		85		388,780		388,780		△ 2,169		386,480		386,480		△ 2,299		383,313		383,313		△ 3,168				1.66%		1.66%		1.14%		1.14%		-0.50%		-0.50%

		歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								282,467		251,137		282,527		249,943		▲ 1,194		282,507		249,938		▲ 1,199		280,685		247,442		▲ 2,501		▲ 2,496		281,917		247,882		440		283,978		249,917		2,035		285,114		251,793		1,876				-1.74%		-1.60%		0.23%		-0.24%		-0.72%		-0.93%

						人件費 ジンケンヒ						174,122		149,298		177,983		151,968		2,670		177,983		151,968		2,670		178,469		151,838		▲ 130		▲ 130		179,646		152,281		443		180,236		152,905		625		179,374		152,843		▲ 63				-0.66%		-0.13%		1.69%		1.19%		0.15%		0.05%

								退職手当 タイショク テアテ				14,647		14,247		16,520		14,720		473		16,520		14,720		473		16,841		14,441		▲ 279		▲ 279		17,750		14,650		210		17,668		14,568		▲ 82		16,866		14,566		▲ 3				-7.99%		-2.03%		9.21%		1.28%		1.20%		-0.01%

								上記以外 ジョウキ イガイ				159,475		135,051		161,463		137,248		2,197		161,463		137,248		2,197		161,628		137,397		149		149		161,896		137,630		233		162,568		138,337		707		162,508		138,277		▲ 60				0.07%		0.08%		1.00%		1.18%		0.04%		0.05%

						扶助費 フジョヒ						11,868		5,386		12,075		5,546		161		12,055		5,542		156		12,150		5,579		33		38		12,248		5,618		39		12,347		5,658		40		12,448		5,698		40				1.13%		1.05%		1.17%		1.10%		0.38%		-0.66%

						公債費 コウサイ ヒ						96,477		96,453		92,469		92,429		▲ 4,024		92,469		92,429		▲ 4,024		90,065		90,025		▲ 2,404		▲ 2,404		90,023		89,983		▲ 42		91,394		91,354		1,371		93,292		93,252		1,898				-3.93%		-3.93%		-2.51%		-2.51%		-2.49%		-2.49%

								元金 ガンキン				88,223		88,199		84,496		84,456		▲ 3,743		84,496		84,456		▲ 3,743		80,403		80,363		▲ 4,093		▲ 4,093		79,599		79,559		▲ 804		79,942		79,902		343		80,576		80,536		634				-5.36%		-5.36%		-4.78%		-4.78%		-2.68%		-2.68%

								積立（元金扱い） ツミタテ ガンキン アツカ				0		0		0		0		0		0		0		0		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		0		2,000		2,000		0		2,500		2,500		500				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								利子 リシ				8,251		8,251		7,965		7,965		▲ 285		7,965		7,965		▲ 285		7,654		7,654		▲ 311		▲ 311		8,416		8,416		762		9,444		9,444		1,028		10,208		10,208		764				7.69%		7.69%		13.71%		13.71%		-1.35%		-1.35%

								一時借入 イチジ カリイレ				4		4		8		8		4		8		8		4		8		8		0		0		8		8		0		8		8		0		8		8		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				投資的経費 トウシテキ ケイヒ								132,914		8,710		79,278		7,493		▲ 1,217		85,146		7,564		▲ 1,146		100,198		10,194		2,701		2,630		87,054		9,619		▲ 576		87,054		9,619		0		87,054		9,619		0				-0.73%		-2.55%		-4.12%		-8.95%		-4.93%		-6.10%

						普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						127,214		8,440		72,370		7,331		▲ 1,109		80,142		7,436		▲ 1,004		95,402		10,079		2,748		2,643		82,258		9,503		▲ 576		82,258		9,503		0		82,258		9,503		0				-0.78%		-2.76%		-4.38%		-9.74%		-5.26%		-6.69%

								公共 コウキョウ				101,975		4,224		45,056		2,869		▲ 1,355		52,562		3,006		▲ 1,218		66,668		3,859		990		853		53,524		3,283		▲ 576		53,524		3,283		0		53,524		3,283		0				-10.05%		-15.10%		-4.52%		-7.19%		-4.50%		-7.36%

								大規模 ダイキボ				17,875		3,237		16,305		2,974		▲ 263		16,613		2,968		▲ 269		17,767		4,758		1,784		1,790		17,767		4,758		0		17,767		4,758		0		17,767		4,758		0				37.52%		10.76%		-7.56%		-14.17%		-12.04%		-7.80%

								上記以外 ジョウキ イガイ				7,364		979		11,009		1,488		509		10,967		1,462		483		10,967		1,462		▲ 26		0		10,967		1,462		0		10,967		1,462		0		10,967		1,462		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						災害復旧事業 サイガイ フッキュウ ジギョウ						5,700		270		6,909		162		▲ 108		5,003		128		▲ 142		4,795		116		▲ 47		▲ 13		4,795		116		0		4,795		116		0		4,795		116		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				その他 タ								279,841		210,147		288,787		217,645		7,498		280,234		209,281		▲ 866		284,718		212,013		▲ 5,632		2,732		287,778		214,438		2,425		292,082		217,422		2,984		292,155		221,302		3,880				3.66%		4.14%		2.76%		3.81%		2.09%		2.00%

						物件費 ブッケン ヒ						23,605		16,712		26,698		18,200		1,488		26,466		18,158		1,446		26,141		18,817		616		658		25,811		18,373		▲ 444		25,602		18,331		▲ 42		26,420		19,235		903				-2.80%		-3.57%		-0.67%		-0.68%		-0.63%		-0.51%

						補助費等 ホジョ ヒ トウ						182,013		166,471		191,893		175,940		9,469		183,852		167,898		1,427		186,349		169,534		▲ 6,407		1,636		189,398		172,193		2,660		191,364		174,736		2,542		193,996		177,353		2,618				5.18%		5.68%		4.71%		5.11%		1.52%		1.60%

								税関係交付金 ゼイカン ガカリ コウフキン				58,793		58,793		62,199		62,199		3,406		61,677		61,677		2,884		62,353		62,353		153		676		64,376		64,376		2,023		66,216		66,216		1,840		68,236		68,236		2,021				13.14%		13.14%		10.70%		10.70%		1.33%		1.33%

								上記以外 ジョウキ イガイ				123,220		107,678		129,693		113,741		6,063		122,175		106,221		▲ 1,457		123,997		107,181		▲ 6,560		961		125,022		107,817		636		125,148		108,520		702		125,760		109,117		597				1.66%		1.86%		1.76%		1.92%		1.63%		1.77%

						その他 タ						74,223		26,964		70,197		23,504		▲ 3,460		69,916		23,225		▲ 3,739		72,228		23,663		158		437		72,569		23,872		209		75,116		24,355		483		71,739		24,713		359				2.62%		0.58%		-0.49%		-1.31%		4.35%		6.76%

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ				16,192		13,673		13,296		10,635		▲ 3,038		13,180		10,520		▲ 3,153		13,920		11,139		504		619		14,392		11,541		402		14,780		11,816		275		15,244		12,204		388				5.30%		5.30%		5.30%		5.30%		5.30%		5.30%

								積立金 ツミタテ キン				4,772		2,387		3,326		1,942		▲ 445		3,158		1,774		▲ 613		3,748		1,950		9		176		3,680		1,882		▲ 69		3,680		1,882		0		3,680		1,882		0				-5.91%		-3.80%		-28.92%		-53.69%		-0.05%		0.00%

								投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン				17		14		102		52		38		102		52		38		102		52		▲ 0		0		102		52		0		102		52		0		102		52		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								貸付金 カシツケ キン				42,651		299		42,862		265		▲ 34		42,862		265		▲ 34		44,158		222		▲ 43		▲ 43		44,219		221		▲ 1		46,271		322		101		42,343		206		▲ 116				3.55%		-22.90%		-0.40%		-1.24%		3.24%		0.00%

								繰出金 クリダ キン				10,291		10,291		10,010		10,010		▲ 281		10,014		10,014		▲ 277		9,999		9,999		▲ 11		▲ 15		9,876		9,876		▲ 123		9,983		9,983		107		10,070		10,070		87				-1.79%		-1.79%		-0.37%		-0.37%		8.99%		8.99%

								予備費 ヨビ ヒ				300		300		600		600		300		600		600		300		300		300		▲ 300		▲ 300		300		300		0		300		300		0		300		300		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				歳出合計 サイシュツ ゴウケイ								695,223		469,994		650,593		475,081		5,087		647,887		466,784		▲ 3,210		665,600		469,649		▲ 5,432		2,866		656,748		471,939		2,289		663,114		476,957		5,019		664,323		482,713		5,756				0.65%		0.80%		0.71%		1.36%		-0.05%		0.29%

		収支ギャップ（行革債・退手債充当後） シュウシ ギョウカク サイ タイ テ サイ ジュウトウ ゴ										▲ 5,905		▲ 5,905		▲ 13,198		▲ 13,363		▲ 7,457		▲ 5,052		▲ 5,052		853		▲ 9,802		▲ 9,802		3,561		▲ 4,749		▲ 12,251		▲ 12,251		▲ 2,449		▲ 16,838		▲ 16,838		▲ 4,587		▲ 23,743		▲ 23,743		▲ 6,905



																				普通交付税における交付税＋事業費補正減少額（対前年度比） フツウコウフゼイ コウフゼイ ジギョウヒホセイ ゲンショウガク タイゼンネンド ヒ		0						△ 3,193								△ 1,703						△ 1,791						△ 2,663

																				国勢調査等、人口の減による交付税の減（対前年度比） コクセイ チョウサ トウ ジンコウ ゲン コウフゼイ ゲン タイ ゼンネンドヒ								△ 510								△ 466						△ 509						△ 504

																				ターゲットとなる実質的一般財源総額 ジッシツテキイッパンザイゲンソウガク		394,652						390,949								388,780						386,480						383,313

																				県税等 ケンゼイトウ		199,124						207,850								213,317						218,259						223,723

																				地方特例交付金＋特交＋震災特交 チホウ トクレイ コウフキン トク コウ シンサイ トッコウ		4,553						5,232								5,232						5,232						5,232

																				税交付金 ゼイコウフキン		61,677						62,353								64,376						66,216						68,236

																				差引　普通交付税＋臨財債 サシヒキ フツウコウフゼイ リンザイサイ		252,652						240,220								234,607						229,206						222,595

																				臨財債の額 リンザイサイ ガク								20,946								21,941						21,574						20,943





一財（昨年度との比較）

		岩手県 中期財政見通し（R3～R7）　R2.9月時点との比較（一般財源ベース） イワテケン チュウキ ザイセイ ミトオ ガツ ジテン ヒカク イッパン ザイゲン																																																																		★9月推計時の伸び率 ガツスイケイ ジ ノ リツ

		区分 クブン										今回推計（R3.9月版） コンカイ スイケイ ガツ バン																		前回推計（R2.9月版） ゼンカイ スイケイ ガツ バン																		前回からの増減額 ゼンカイ ゾウゲン ガク																				H31→H32				H32→H33				H33→H34

												R4						R5						R6						R4						R5						R6						R4						R5						R6								H31→H32				H32→H33				H33→H34

														一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				一般財源 イッパン ザイゲン		前年比 ゼンネンヒ				全体 ゼンタイ		一財 イチザイ		全体 ゼンタイ		一財 イチザイ		全体 ゼンタイ		一財 イチザイ

		歳入 サイニュウ		県税等 ケン ゼイ トウ								207,850		207,850		8,726		213,317		213,317		5,467		218,259		218,259		4,942		197,148		197,148		2,049		201,316		201,316		4,168		205,941		205,941		4,625		10,702		10,702		6,677		12,001		12,001		1,299		12,317		12,317		317				6.06%		6.06%		4.63%		4.63%		1.11%		1.11%

						県税 ケン ゼイ						127,106		127,106		5,434		130,010		130,010		2,904		132,645		132,645		2,635		122,195		122,195		2,615		124,699		124,699		2,504		127,494		127,494		2,795		4,911		4,911		2,819		5,311		5,311		400		5,151		5,151		▲ 160				3.95%		3.95%		2.49%		2.49%		1.18%		1.18%

						地方消費税清算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン						62,357		62,357		2,252		64,440		64,440		2,083		66,335		66,335		1,895		51,579		51,579		▲ 1,282		52,725		52,725		1,146		53,995		53,995		1,270		10,778		10,778		3,534		11,715		11,715		937		12,340		12,340		625				14.65%		14.65%		11.78%		11.78%		1.38%		1.38%

						地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ						18,386		18,386		1,039		18,866		18,866		480		19,278		19,278		412		23,374		23,374		715		23,892		23,892		518		24,452		24,452		560		▲ 4,988		▲ 4,988		324		▲ 5,026		▲ 5,026		▲ 38		▲ 5,174		▲ 5,174		▲ 148				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				地方交付税等 チホウ コウフゼイ トウ								224,506		224,506		6,812		217,898		217,898		▲ 6,608		212,864		212,864		▲ 5,034		216,863		216,863		677		215,055		215,055		▲ 1,808		208,810		208,810		▲ 6,245		7,643		7,643		6,135		2,843		2,843		▲ 4,800		4,054		4,054		1,211				-1.08%		-1.08%		-1.48%		-1.48%		-2.34%		-2.34%

						地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ						544		544		▲ 125		544		544		0		544		544		0		517		517		0		517		517		0		517		517		0		27		27		▲ 125		27		27		0		27		27		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						地方交付税 チホウ コウフゼイ						223,962		223,962		6,937		217,354		217,354		▲ 6,608		212,320		212,320		▲ 5,034		216,346		216,346		677		214,538		214,538		▲ 1,808		208,293		208,293		▲ 6,245		7,616		7,616		6,260		2,816		2,816		▲ 4,800		4,027		4,027		1,211				-1.08%		-1.08%		-1.48%		-1.48%		-2.35%		-2.35%

								普通交付税 フツウ コウフゼイ				219,274		219,274		6,134		212,666		212,666		▲ 6,608		207,632		207,632		▲ 5,034		212,053		212,053		677		210,245		210,245		▲ 1,808		204,000		204,000		▲ 6,245		7,221		7,221		5,457		2,421		2,421		▲ 4,800		3,632		3,632		1,211				-1.10%		-1.10%		-1.43%		-1.43%		-2.39%		-2.39%

								特別交付税 トクベツ コウフゼイ				4,667		4,667		803		4,667		4,667		0		4,667		4,667		0		4,272		4,272		0		4,272		4,272		0		4,272		4,272		0		395		395		803		395		395		0		395		395		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								震災復興特別交付税 シンサイ フッコウ トクベツ コウフゼイ				21		21		0		21		21		0		21		21		0		21		21		0		21		21		0		21		21		0		▲ 0		▲ 0		0		▲ 0		▲ 0		0		▲ 0		▲ 0		0				0.00%		0.00%		-100.00%		-100.00%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				国庫支出金 コッコ シシュツキン								87,170		1,988		▲ 1,583		81,614		1,988		0		81,448		1,988		0		85,760		2,068		0		83,598		2,068		0		83,704		2,068		0		1,409		▲ 80		▲ 1,583		▲ 1,983		▲ 80		0		▲ 2,256		▲ 80		0				-2.99%		0.80%		-1.07%		0.80%		-1.01%		0.80%

				県債 ケンサイ								70,704		20,946		▲ 14,778		67,073		21,941		995		68,677		21,574		▲ 367		78,184		31,971		▲ 3,225		73,373		30,220		▲ 1,751		73,358		28,170		▲ 2,050		▲ 7,481		▲ 11,025		▲ 11,553		▲ 6,301		▲ 8,279		2,746		▲ 4,682		▲ 6,596		1,683				-0.49%		-9.29%		-4.73%		-7.32%		-1.68%		0.00%

						臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ						20,946		20,946		▲ 14,778		21,941		21,941		995		21,574		21,574		▲ 367		31,971		31,971		▲ 3,225		30,220		30,220		▲ 1,751		28,170		28,170		▲ 2,050		▲ 11,025		▲ 11,025		▲ 11,553		▲ 8,279		▲ 8,279		2,746		▲ 6,596		▲ 6,596		1,683				-9.29%		-9.29%		-7.32%		-7.32%		0.00%		0.00%

						上記以外 ジョウキ イガイ						49,758		0		0		45,132		0		0		47,103		0		0		46,213		0		0		43,153		0		0		45,188		0		0		3,545		0		0		1,979		0		0		1,915		0		0				5.97%		ERROR:#DIV/0!		-3.10%		ERROR:#DIV/0!		-2.68%		ERROR:#DIV/0!

				その他 タ								65,570		4,558		▲ 1,061		64,596		4,544		▲ 14		65,029		5,435		890		70,878		5,403		▲ 150		70,682		5,382		▲ 22		70,268		5,363		▲ 19		▲ 5,309		▲ 845		▲ 911		▲ 6,086		▲ 837		7		▲ 5,239		72		909				0.72%		0.14%		0.58%		-0.78%		0.40%		1.81%

						分担金・負担金 ブンタンキン フタンキン						1,448		2		0		1,448		2		0		1,448		2		0		1,388		2		0		1,388		2		0		1,388		2		0		60		▲ 0		0		60		▲ 0		0		60		▲ 0		0				-4.17%		0.00%		0.03%		0.00%		0.03%		0.00%

						使用料・手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ						8,045		186		▲ 1		8,014		186		0		8,142		186		0		7,753		4		0		7,727		4		0		7,844		4		0		292		182		▲ 1		287		182		0		299		182		0				-0.24%		0.00%		0.24%		0.00%		-0.15%		0.00%

						その他 タ						56,077		4,371		▲ 1,060		55,134		4,357		▲ 14		55,438		5,247		890		61,737		5,398		▲ 150		61,567		5,376		▲ 22		61,035		5,357		▲ 19		▲ 5,660		▲ 1,027		▲ 910		▲ 6,433		▲ 1,020		7		▲ 5,597		▲ 110		909				0.94%		0.14%		0.63%		-0.78%		0.47%		1.82%

								交安金 コウ ヤス キン				377		377		0		377		377		0		377		377		0		383		383		0		383		383		0		383		383		0		▲ 6		▲ 6		0		▲ 6		▲ 6		0		▲ 6		▲ 6		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								財産収入 ザイサン シュウニュウ				1,003		472		▲ 11		1,003		489		17		1,003		488		▲ 1		1,004		451		9		1,004		454		3		1,004		454		0		▲ 1		20		▲ 19		▲ 1		35		15		▲ 1		35		▲ 1				0.12%		-2.19%		0.00%		-1.82%		-0.12%		-1.05%

								寄附金 キフキン				149		75		▲ 0		149		75		0		149		75		0		96		74		0		96		74		0		96		74		0		53		1		▲ 0		53		1		0		53		1		▲ 0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								繰入金 クリイレ キン				5,148		373		▲ 49		4,862		342		▲ 31		4,155		233		▲ 109		4,229		105		▲ 159		4,301		81		▲ 24		3,828		62		▲ 19		919		268		110		561		261		▲ 7		328		171		▲ 90				4.75%		1.26%		2.58%		-4.26%		2.51%		11.22%

										特別会計繰入金 トクベツ カイケイ クリイレ キン		280		280		▲ 49		249		249		▲ 31		233		233		▲ 16		105		105		▲ 59		81		81		▲ 24		62		62		▲ 19		176		176		10		168		168		▲ 7		171		171		3				1.26%		1.26%		-4.26%		-4.26%		11.22%		11.22%

										電気 デンキ		123		93		0		123		93		0		30		0		▲ 93		0		0		▲ 100		0		0		0		0		0		0		123		93		100		123		93		0		30		0		▲ 93				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										基金（財源対策） キキン ザイゲン タイサク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

										基金（事業充当） キキン ジギョウ ジュウトウ		4,744		0		0		4,490		0		0		3,892		0		0		4,124		0		0		4,221		0		0		3,766		0		0		620		0		0		269		0		0		126		0		0				5.27%		ERROR:#DIV/0!		3.56%		ERROR:#DIV/0!		1.36%		ERROR:#DIV/0!

								繰越金 クリコシ キン				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								諸収入 ショ シュウニュウ				49,401		3,074		▲ 1,000		48,744		3,074		0		49,754		4,074		1,000		56,025		4,385		0		55,783		4,385		0		55,725		4,385		0		▲ 6,624		▲ 1,311		▲ 1,000		▲ 7,039		▲ 1,311		0		▲ 5,970		▲ 311		1,000				0.41%		0.00%		0.35%		0.00%		0.17%		0.00%

				歳入合計 サイニュウ ゴウケイ								655,799		459,848		▲ 1,884		644,497		459,688		▲ 160		646,275		460,119		431		648,834		453,453		▲ 649		644,024		454,041		587		642,081		450,352		▲ 3,688		6,965		6,394		▲ 1,234		474		5,647		▲ 747		4,195		9,767		4,120				1.23%		1.63%		0.50%		1.08%		-0.59%		-0.46%

		一般財源総額
（地方税・譲与税・特例交付金・交付税・臨財債） イッパン ザイゲン ソウガク チホウゼイ ジョウヨ ゼイ トクレイ コウフキン コウフゼイ リン ザイ サイ										390,949		390,949		85		388,780		388,780		△ 2,169		386,480		386,480		△ 2,299		445,961		445,961		△ 499		446,569		446,569		609		442,900		442,900		△ 3,670		▲ 55,012		▲ 55,012		584		▲ 57,790		▲ 57,790		▲ 2,778		▲ 56,419		▲ 56,419		1,370				1.66%		1.66%		1.14%		1.14%		-0.50%		-0.50%

		歳出 サイシュツ		義務的経費 ギムテキ ケイヒ								280,685		247,442		▲ 2,496		281,917		247,882		440		283,978		249,917		2,035		281,152		247,526		▲ 2,097		281,499		247,000		▲ 526		281,656		248,184		1,183		▲ 468		▲ 84		▲ 399		418		882		966		2,322		1,734		852				-1.74%		-1.60%		0.23%		-0.24%		-0.72%		-0.93%

						人件費 ジンケンヒ						178,469		151,838		▲ 130		179,646		152,281		443		180,236		152,905		625		179,473		152,343		201		180,444		152,514		171		179,306		152,475		▲ 39		▲ 1,004		▲ 505		▲ 330		▲ 798		▲ 233		272		931		430		663				-0.66%		-0.13%		1.69%		1.19%		0.15%		0.05%

								退職手当 タイショク テアテ				16,841		14,441		▲ 279		17,750		14,650		210		17,668		14,568		▲ 82		16,570		14,370		7		17,431		14,431		61		16,292		14,392		▲ 39		271		71		▲ 286		320		220		149		1,376		176		▲ 44				-7.99%		-2.03%		9.21%		1.28%		1.20%		-0.01%

								上記以外 ジョウキ イガイ				161,628		137,397		149		161,896		137,630		233		162,568		138,337		707		162,903		137,973		194		163,013		138,083		110		163,013		138,083		0		▲ 1,275		▲ 576		▲ 44		▲ 1,118		▲ 453		123		▲ 445		254		707				0.07%		0.08%		1.00%		1.18%		0.04%		0.05%

						扶助費 フジョヒ						12,150		5,579		38		12,248		5,618		39		12,347		5,658		40		11,848		5,378		42		11,964		5,422		43		12,082		5,466		45		302		201		▲ 5		284		196		▲ 5		265		191		▲ 5				1.13%		1.05%		1.17%		1.10%		0.38%		-0.66%

						公債費 コウサイ ヒ						90,065		90,025		▲ 2,404		90,023		89,983		▲ 42		91,394		91,354		1,371		89,831		89,805		▲ 2,340		89,091		89,065		▲ 740		90,268		90,242		1,177		234		220		▲ 64		932		918		698		1,126		1,112		194				-3.93%		-3.93%		-2.51%		-2.51%		-2.49%		-2.49%

								元金 ガンキン				80,403		80,363		▲ 4,093		79,599		79,559		▲ 804		79,942		79,902		343		80,171		80,145		▲ 3,073		78,179		78,153		▲ 1,992		77,850		77,824		▲ 329		232		218		▲ 1,020		1,420		1,406		1,188		2,092		2,078		672				-5.36%		-5.36%		-4.78%		-4.78%		-2.68%		-2.68%

								積立（元金扱い） ツミタテ ガンキン アツカ				2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		0		2,000		2,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		0		2,000		2,000		0				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								利子 リシ				7,654		7,654		▲ 311		8,416		8,416		762		9,444		9,444		1,028		9,642		9,642		733		10,894		10,894		1,252		12,400		12,400		1,506		▲ 1,988		▲ 1,988		▲ 1,044		▲ 2,478		▲ 2,478		▲ 490		▲ 2,956		▲ 2,956		▲ 478				7.69%		7.69%		13.71%		13.71%		-1.35%		-1.35%

								一時借入 イチジ カリイレ				8		8		0		8		8		0		8		8		0		18		18		0		18		18		0		18		18		0		▲ 10		▲ 10		0		▲ 10		▲ 10		0		▲ 10		▲ 10		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				投資的経費 トウシテキ ケイヒ								100,198		10,194		2,630		87,054		9,619		▲ 576		87,054		9,619		0		94,152		9,983		784		89,118		11,265		1,282		89,118		9,750		▲ 1,515		6,046		211		1,846		▲ 2,064		▲ 1,646		▲ 1,858		▲ 2,064		▲ 131		1,515				-0.73%		-2.55%		-4.12%		-8.95%		-4.93%		-6.10%

						普通建設事業 フツウ ケンセツ ジギョウ						95,402		10,079		2,643		82,258		9,503		▲ 576		82,258		9,503		0		89,351		9,793		786		84,317		11,075		1,282		84,317		9,560		▲ 1,515		6,051		286		1,857		▲ 2,059		▲ 1,572		▲ 1,858		▲ 2,059		▲ 57		1,515				-0.78%		-2.76%		-4.38%		-9.74%		-5.26%		-6.69%

								公共 コウキョウ				66,668		3,859		853		53,524		3,283		▲ 576		53,524		3,283		0		58,558		3,337		▲ 40		53,524		3,283		▲ 54		53,524		3,283		0		8,111		522		893		0		0		▲ 522		0		0		0				-10.05%		-15.10%		-4.52%		-7.19%		-4.50%		-7.36%

								大規模 ダイキボ				17,767		4,758		1,790		17,767		4,758		0		17,767		4,758		0		17,002		4,495		826		17,002		5,831		1,336		17,002		4,316		▲ 1,515		765		263		964		765		▲ 1,073		▲ 1,336		765		442		1,515				37.52%		10.76%		-7.56%		-14.17%		-12.04%		-7.80%

								上記以外 ジョウキ イガイ				10,967		1,462		0		10,967		1,462		0		10,967		1,462		0		13,792		1,961		0		13,792		1,961		0		13,792		1,961		0		▲ 2,824		▲ 499		0		▲ 2,824		▲ 499		0		▲ 2,824		▲ 499		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						災害復旧事業 サイガイ フッキュウ ジギョウ						4,795		116		▲ 13		4,795		116		0		4,795		116		0		4,800		190		▲ 1		4,800		190		0		4,800		190		0		▲ 5		▲ 75		▲ 11		▲ 5		▲ 75		0		▲ 5		▲ 75		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				その他 タ								284,718		212,013		2,732		287,778		214,438		2,425		292,082		217,422		2,984		283,396		205,811		1,605		285,712		208,080		2,270		289,655		210,767		2,687		1,322		6,202		1,126		2,066		6,358		155		2,427		6,655		297				3.66%		4.14%		2.76%		3.81%		2.09%		2.00%

						物件費 ブッケン ヒ						26,141		18,817		658		25,811		18,373		▲ 444		25,602		18,331		▲ 42		26,332		18,879		127		25,926		18,545		▲ 334		25,977		18,535		▲ 10		▲ 191		▲ 62		531		▲ 115		▲ 172		▲ 110		▲ 375		▲ 204		▲ 31				-2.80%		-3.57%		-0.67%		-0.68%		-0.63%		-0.51%

						補助費等 ホジョ ヒ トウ						186,349		169,534		1,636		189,398		172,193		2,660		191,364		174,736		2,542		179,607		162,758		1,187		181,997		164,998		2,240		183,804		167,287		2,289		6,742		6,776		449		7,400		7,195		420		7,561		7,448		253				5.18%		5.68%		4.71%		5.11%		1.52%		1.60%

								税関係交付金 ゼイカン ガカリ コウフキン				62,353		62,353		676		64,376		64,376		2,023		66,216		66,216		1,840		55,124		55,124		33		56,277		56,277		1,153		57,554		57,554		1,277		7,228		7,228		643		8,099		8,099		870		8,662		8,662		564		1,277		13.14%		13.14%		10.70%		10.70%		1.33%		1.33%

								上記以外 ジョウキ イガイ				123,997		107,181		961		125,022		107,817		636		125,148		108,520		702		124,483		107,634		1,154		125,720		108,721		1,087		126,250		109,734		1,013		▲ 486		▲ 453		▲ 194		▲ 698		▲ 903		▲ 451		▲ 1,102		▲ 1,214		▲ 311				1.66%		1.86%		1.76%		1.92%		1.63%		1.77%

						その他 タ						72,228		23,663		437		72,569		23,872		209		75,116		24,355		483		77,457		24,174		291		77,789		24,537		364		79,874		24,945		407		▲ 5,229		▲ 511		146		▲ 5,220		▲ 665		▲ 154		▲ 4,758		▲ 590		76				2.62%		0.58%		-0.49%		-1.31%		4.35%		6.76%

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ				13,920		11,139		619		14,392		11,541		402		14,780		11,816		275		14,282		11,286		400		14,777		11,672		387		15,333		12,116		444		▲ 362		▲ 146		219		▲ 384		▲ 131		15		▲ 552		▲ 301		▲ 169				5.30%		5.30%		5.30%		5.30%		5.30%		5.30%

								積立金 ツミタテ キン				3,748		1,950		176		3,680		1,882		▲ 69		3,680		1,882		0		3,857		2,014		▲ 60		3,857		2,014		0		3,722		1,879		▲ 135		▲ 109		▲ 63		236		▲ 177		▲ 132		▲ 69		▲ 42		3		135				-5.91%		-3.80%		-28.92%		-53.69%		-0.05%		0.00%

								投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン				102		52		0		102		52		0		102		52		0		2		2		0		2		2		0		2		2		0		100		50		0		100		50		0		100		50		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

								貸付金 カシツケ キン				44,158		222		▲ 43		44,219		221		▲ 1		46,271		322		101		48,733		290		4		48,694		390		100		50,250		380		▲ 10		▲ 4,575		▲ 68		▲ 47		▲ 4,475		▲ 169		▲ 101		▲ 3,979		▲ 58		111				3.55%		-22.90%		-0.40%		-1.24%		3.24%		0.00%

								繰出金 クリダ キン				9,999		9,999		▲ 15		9,876		9,876		▲ 123		9,983		9,983		107		10,282		10,282		▲ 54		10,159		10,159		▲ 123		10,267		10,267		108		▲ 283		▲ 283		39		▲ 283		▲ 283		0		▲ 284		▲ 284		▲ 1				-1.79%		-1.79%		-0.37%		-0.37%		8.99%		8.99%

								予備費 ヨビ ヒ				300		300		▲ 300		300		300		0		300		300		0		300		300		0		300		300		0		300		300		0		0		0		▲ 300		0		0		0		0		0		0				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

				歳出合計 サイシュツ ゴウケイ								665,600		469,649		2,866		656,748		471,939		2,289		663,114		476,957		5,019		658,700		463,320		292		656,329		466,346		3,026		660,429		468,700		2,355		6,900		6,330		2,573		419		5,593		▲ 737		2,685		8,257		2,664				0.65%		0.80%		0.71%		1.36%		-0.05%		0.29%

		収支ギャップ（行革債・退手債充当後） シュウシ ギョウカク サイ タイ テ サイ ジュウトウ ゴ										▲ 9,802		▲ 9,802		▲ 4,749		▲ 12,251		▲ 12,251		▲ 2,449		▲ 16,838		▲ 16,838		▲ 4,587		▲ 9,866		▲ 9,866		▲ 942		▲ 12,305		▲ 12,305		▲ 2,439		▲ 18,348		▲ 18,348		▲ 6,043		65		65		▲ 3,808		54		54		▲ 10		1,510		1,510		1,456





8/10時点



県税

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				県税 ケン ゼイ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.9.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						県税（以下の分を除く） ケン ゼイ イカ ブン ノゾ				127,766		-1.1%		113,555		-11.1%		117,261		3.3%		119,882		2.2%		122,796		2.4%				-100.0%

						消費税率8→10％への引上影響（県税） ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ケンゼイ				3,864		ERROR:#DIV/0!		6,346		64.2%		5,093		-19.7%		5,093		0.0%		5,093		0.0%				-100.0%

						法人県民税の交付税原資化 ホウジン ケンミンゼイ コウフゼイ ゲンシ カ				△ 1,834		ERROR:#DIV/0!		△ 1,834		0.0%		△ 1,834		0.0%		△ 1,834		0.0%		△ 1,834		0.0%				-100.0%

						法人事業税偏在是正 ホウジン ジギョウゼイ ヘンザイ ゼセイ				1,439		ERROR:#DIV/0!		1,439		0.0%		1,439		0.0%		1,439		0.0%		1,439		0.0%				-100.0%

						自動車税種別割の引下げ＋軽課の重点化 ジドウシャ ゼイ シュベツ ワリ ヒキサ ケイ カ ジュウテンカ				△ 113		ERROR:#DIV/0!		△ 230		103.5%		△ 68		-70.4%		△ 185		172.1%		△ 303		63.8%				-100.0%

						個人住民税均等割増収分 コジン ジュウミンゼイ キントウワ ゾウシュウブン				304		ERROR:#DIV/0!		304		0.0%		304		0.0%		304		0.0%		304		0.0%				-100.0%

				県税 ケンゼイ								(2,255)				(▲ 11,846)				(2,615)				(2,504)				(2,795)

										131,426		1.7%		119,580		-9.0%		122,195		2.2%		124,699		2.0%		127,494		2.2%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		131,426		1.7%		119,580		-9.0%		122,195		2.2%		124,699		2.0%		127,494		2.2%		0		-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		Ｒ3以降は、県税等（税交付金控除後）の対R1決算比伸び率が「経済財政の中長期試算」の地方税収と地財計画の実質県税の伸び率から推計した率となるように調整。 イコウ ケンゼイ トウ ゼイ コウフキン コウジョ ゴ タイ ケッサン ヒ ノ リツ ケイザイ ザイセイ チュウチョウキ シサン チホウ ゼイシュウ チザイ ケイカク ジッシツ ケンゼイ ノ リツ スイケイ リツ チョウセイ

				・		（R3：▲7.94％、R4：▲6.62％、R5：▲4.64％、R6：▲2.44％）

				・		各種税制改正の影響を反映。 カクシュ ゼイセイ カイセイ エイキョウ ハンエイ

				・







				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.3																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						県税（以下の分を除く） ケン ゼイ イカ ブン ノゾ				126,984		ERROR:#REF!		116,065		-8.6%		122,482		5.5%		125,503		2.5%		128,256		2.2%		131,278		2.4%

						消費税率8→10％への引上影響（県税） ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ケンゼイ						ERROR:#REF!		5,976		ERROR:#DIV/0!		4,725		-20.9%		4,725		0.0%		4,725		0.0%		4,725		0.0%

						法人県民税の交付税原資化 ホウジン ケンミンゼイ コウフゼイ ゲンシ カ						ERROR:#REF!		△ 777		ERROR:#DIV/0!		△ 777		0.0%		△ 777		0.0%		△ 777		0.0%		△ 777		0.0%

						法人事業税偏在是正 ホウジン ジギョウゼイ ヘンザイ ゼセイ						ERROR:#REF!		575		ERROR:#DIV/0!		575		0.0%		575		0.0%		575		0.0%		575		0.0%

						種別割引下げ・軽課重点化・環境性能割 シュベツ ワリ ヒ サ ケイ カ ジュウテンカ カンキョウセイノウワリ						ERROR:#REF!		△ 469		ERROR:#DIV/0!		△ 200		-57.4%		△ 317		58.5%		△ 435		37.2%		△ 552		26.9%

						個人住民税均等割増収分 コジン ジュウミンゼイ キントウワ ゾウシュウブン						ERROR:#REF!		302		ERROR:#DIV/0!		302		0.0%		302		0.0%		302		0.0%		302		0.0%

				県税 ケンゼイ								ERROR:#REF!				(▲ 5,312)				(5,434)				(2,904)				(2,635)				(2,905)

										126,984		ERROR:#REF!		121,672		-4.2%		127,106		4.5%		130,010		2.3%		132,645		2.0%		135,550		2.2%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		126,984		ERROR:#REF!		121,672		-4.2%		127,106		4.5%		130,010		2.3%		132,645		2.0%		135,550		2.2%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		Ｒ4以降は、県税等（税交付金控除後）の対前年度伸び率が①R4は「地方財政の仮試算（仮）」の地方税＋地方譲与税の、②R5以降は「経済財政の中長期試算」（R3.7）の地方税収の伸び率となるよう調整。 イコウ ケンゼイ トウ ゼイ コウフキン コウジョ ゴ タイ ゼンネンド ノ リツ チホウザイセイ カリシサン カリ チホウゼイ チホウジョウヨゼイ イコウ ケイザイ ザイセイ チュウチョウキ シサン チホウ ゼイシュウ ノ リツ チョウセイ

						（R3→R4：105.8％　R4→R5：102.4％　R5→R6：102.1％　R6→R7：102.3％）　　※なお、中長期試算（R3.7）のR3→R4は＋4.1％ チュウチョウキシサン

				・		各種税制改正の影響を反映。（ただし上の調整は総額で行っていることに留意） カクシュ ゼイセイ カイセイ エイキョウ ハンエイ ウエ チョウセイ ソウガク オコナ リュウイ







				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						県税 ケン ゼイ				▲ 782				2,509				5,220				5,620				5,460				131,278

						消費税率10％への引上影響（県税） ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ケンゼイ				▲ 3,864				▲ 369				▲ 368				▲ 368				▲ 368				4,725

						法人県民税の交付税原資化 ホウジン ケンミンゼイ コウフゼイ ゲンシ カ				1,834				1,057				1,057				1,057				1,057				▲ 777

						法人事業税偏在是正 ホウジン ジギョウゼイ ヘンザイ ゼセイ				▲ 1,439				▲ 864				▲ 864				▲ 864				▲ 864				575

						自動車税種別割の引下げ+軽課重点化 ジドウシャ ゼイ シュベツ ワリ ヒキサ ケイ カ ジュウテン カ				113				▲ 239				▲ 132				▲ 132				▲ 132				▲ 552

										▲ 304				▲ 2				▲ 2				▲ 2				▲ 2				302

				県税 ケンゼイ

										▲ 4,442				2,092				4,911				5,311				5,151				135,550

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 4,442				2,092				4,911				5,311				5,151				135,550

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0







&8&F&A&D




消清算

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				地方消費税清算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.9.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						地方消費税精算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン				52,612		16.9%		38,837		-26.2%		40,324		3.8%		41,470		2.8%		42,740		3.1%				-100.0%

						消費税率10％への引上影響分 ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ブン				3,864		568.6%		14,024		262.9%		11,255		-19.7%		11,255		0.0%		11,255		0.0%				-100.0%

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				地方消費税精算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン								(10,879)				(▲ 3,615)				(▲ 1,282)				(1,146)				(1,270)				(▲ 53,995)

										56,476		23.9%		52,861		-6.4%		51,579		-2.4%		52,725		2.2%		53,995		2.4%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		56,476		23.9%		52,861		-6.4%		51,579		-2.4%		52,725		2.2%		53,995		2.4%				-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		Ｒ3以降は、県税等（税交付金控除後）の対R1決算比伸び率が「経済財政の中長期試算」の地方税収と地財計画の実質県税の伸び率から推計した率となるように調整。 イコウ ケンゼイ トウ ゼイ コウフキン コウジョ ゴ タイ ケッサン ヒ ノ リツ ケイザイ ザイセイ チュウチョウキ シサン チホウ ゼイシュウ チザイ ケイカク ジッシツ ケンゼイ ノ リツ スイケイ リツ チョウセイ

				・		（R3：▲7.94％、R4：▲6.62％、R5：▲4.64％、R6：▲2.44％）

				・		令和2年度以降、消費税率10％への引き上げ影響分を見込んだ。 レイ ワ ネンド イコウ ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ブン ミコ







				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.3																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						地方消費税清算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン				55,608		ERROR:#REF!		60,105		8.1%		64,479		7.3%		66,562		3.2%		68,457		2.8%		70,537		3.0%

						消費税率10％への引上影響分 ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ブン						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!		△ 2,122		ERROR:#DIV/0!		△ 2,122		0.0%		△ 2,122		0.0%		△ 2,122		0.0%

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				地方消費税精算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン								ERROR:#REF!				(4,497)				(2,252)				(2,083)				(1,895)				(2,080)

										55,608		ERROR:#REF!		60,105		8.1%		62,357		3.7%		64,440		3.3%		66,335		2.9%		68,415		3.1%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		55,608		ERROR:#REF!		60,105		8.1%		62,357		3.7%		64,440		3.3%		66,335		2.9%		68,415		3.1%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		Ｒ4以降は、県税等（税交付金控除後）の対前年度伸び率が①R4は「地方財政の仮試算（仮）」の地方税＋地方譲与税の、②R5以降は「経済財政の中長期試算」（R3.7）の地方税収の伸び率となるよう調整。 イコウ ケンゼイ トウ ゼイ コウフキン コウジョ ゴ タイ ゼンネンド ノ リツ チホウザイセイ カリシサン カリ チホウゼイ チホウジョウヨゼイ イコウ ケイザイ ザイセイ チュウチョウキ シサン チホウ ゼイシュウ ノ リツ チョウセイ

						（R3→R4：105.8％　R4→R5：102.4％　R5→R6：102.1％　R6→R7：102.3％）　　※なお、中長期試算（R3.7）のR3→R4は＋4.1％ チュウチョウキシサン

				・		各種税制改正の影響を反映。（ただし上の調整は総額で行っていることに留意） カクシュ ゼイセイ カイセイ エイキョウ ハンエイ ウエ チョウセイ ソウガク オコナ リュウイ







				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						地方消費税清算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン				2,996				21,268				24,155				25,092				25,717				70,537

						消費税率10％への引上影響分 ショウヒゼイ リツ ヒ ア エイキョウ ブン				▲ 3,864				▲ 14,024				▲ 13,377				▲ 13,377				▲ 13,377				▲ 2,122

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

				地方消費税精算金 チホウ ショウヒゼイ セイサンキン

										▲ 868				7,244				10,778				11,715				12,340				68,415

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 868				7,244				10,778				11,715				12,340				68,415

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0





&8&F&A&D




譲与税

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.9.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						地方道路譲与税+地方揮発油譲与税 チホウ ドウロ ジョウヨ ゼイ チホウ キハツユ ジョウヨ ゼイ				3,159		-1.3%		3,159		0.0%		3,159		0.0%		3,159		0.0%		3,159		0.0%				-100.0%

						石油ガス譲与税 セキユ ジョウヨ ゼイ				135		-11.2%		135		0.0%		135		0.0%		135		0.0%		135		0.0%				-100.0%

						航空機燃料譲与税 コウクウキ ネンリョウ ジョウヨ ゼイ				38		11.8%		38		0.0%		38		0.0%		38		0.0%		38		0.0%				-100.0%

						地方法人特別譲与税＋特別法人事業譲与税 チホウホウジン トクベツ ジョウヨ ゼイ トクベツ ホウジン ジギョウ ジョウヨ ゼイ				20,706		3.0%		19,027		-8.1%		19,684		3.5%		20,190		2.6%		20,750		2.8%				-100.0%

						森林環境譲与税 シンリン カンキョウ ジョウヨ ゼイ				184		50.8%		184		0.0%		184		0.0%		184		0.0%		184		0.0%				-100.0%

						自動車重量譲与税 ジドウシャ ジュウリョウ ジョウヨゼイ				116		27.5%		116		0.0%		174		50.0%		186		6.9%		186		0.0%				-100.0%

				地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ								(626)				(▲ 1,679)				(715)				(518)				(560)				(▲ 24,452)

										24,338		2.6%		22,659		-6.9%		23,374		3.2%		23,892		2.2%		24,452		2.3%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		24,338		2.6%		22,659		-6.9%		23,374		3.2%		23,892		2.2%		24,452		2.3%		0		-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		特別地方事業譲与税は、R2以降、法人税偏在是正の影響を反映（税務課試算＋名目成長率等加味） トクベツ チホウ ジギョウ ジョウヨ ゼイ イコウ ホウジン ゼイ ヘンザイ ゼセイ エイキョウ ハンエイ ゼイムカ シサン メイモク セイチョウリツ トウ カミ

				・		自動車重量譲与税はＲ4、Ｒ5の譲渡率引上げに対応 ジドウシャ ジュウリョウジョウヨゼイ ジョウト リツ ヒキア タイオウ

				・		それ以外はＲ2横置き（航空燃料譲与税の譲与割合引上げも当面続くものとして横置き） イガイ ヨコオ コウクウ ネンリョウ ジョウヨ ゼイ ジョウヨ ワリアイ ヒキア トウメン ツヅ ヨコオ







				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.3																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						地方道路譲与税+地方揮発油譲与税 チホウ ドウロ ジョウヨ ゼイ チホウ キハツユ ジョウヨ ゼイ				2,891		ERROR:#REF!		3,063		5.9%		3,063		0.0%		3,063		0.0%		3,063		0.0%		3,063		0.0%

						石油ガス譲与税 セキユ ジョウヨ ゼイ				105		ERROR:#REF!		98		-6.7%		98		0.0%		98		0.0%		98		0.0%		98		0.0%

						航空機燃料譲与税 コウクウキ ネンリョウ ジョウヨ ゼイ				7		ERROR:#REF!		42		500.0%		42		0.0%		42		0.0%		42		0.0%		42		0.0%

						特別法人事業譲与税 トクベツ ホウジン ジギョウ ジョウヨ ゼイ				18,221		ERROR:#REF!		13,847		-24.0%		14,855		7.3%		15,335		3.2%		15,772		2.8%		16,251		3.0%

						森林環境譲与税 シンリン カンキョウ ジョウヨ ゼイ				183		ERROR:#REF!		183		0.0%		146		-20.2%		146		0.0%		121		-17.1%		121		0.0%

						自動車重量譲与税 ジドウシャ ジュウリョウ ジョウヨゼイ				108		ERROR:#REF!		114		5.6%		182		59.6%		182		0.0%		182		0.0%		182		0.0%

				地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ								ERROR:#REF!				(▲ 4,168)				(1,039)				(480)				(412)				(479)

										21,515		ERROR:#REF!		17,347		-19.4%		18,386		6.0%		18,866		2.6%		19,278		2.2%		19,757		2.5%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		21,515		ERROR:#REF!		17,347		-19.4%		18,386		6.0%		18,866		2.6%		19,278		2.2%		19,757		2.5%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		Ｒ4以降は、県税等（税交付金控除後）の対前年度伸び率が①R4は「地方財政の仮試算（仮）」の地方税＋地方譲与税の、②R5以降は「経済財政の中長期試算」（R3.7）の地方税収の伸び率となるよう調整。 イコウ ケンゼイ トウ ゼイ コウフキン コウジョ ゴ タイ ゼンネンド ノ リツ チホウザイセイ カリシサン カリ チホウゼイ チホウジョウヨゼイ イコウ ケイザイ ザイセイ チュウチョウキ シサン チホウ ゼイシュウ ノ リツ チョウセイ

						（R3→R4：105.8％　R4→R5：102.4％　R5→R6：102.1％　R6→R7：102.3％）　　※なお、中長期試算（R3.7）のR3→R4は＋4.1％ チュウチョウキシサン

				・		各種税制改正の影響を反映。（ただし上の調整は総額で行っていることに留意） カクシュ ゼイセイ カイセイ エイキョウ ハンエイ ウエ チョウセイ ソウガク オコナ リュウイ







				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						地方道路譲与税+地方揮発油譲与税 チホウ ドウロ ジョウヨ ゼイ チホウ キハツユ ジョウヨ ゼイ				▲ 268				▲ 96				▲ 96				▲ 96				▲ 96				3,063

						石油ガス譲与税 セキユ ジョウヨ ゼイ				▲ 30				▲ 37				▲ 37				▲ 37				▲ 37				98

						航空機燃料譲与税 コウクウキ ネンリョウ ジョウヨ ゼイ				▲ 31				4				4				4				4				42

						地方法人特別譲与税＋特別法人事業譲与税 チホウホウジン トクベツ ジョウヨ ゼイ トクベツ ホウジン ジギョウ ジョウヨ ゼイ				▲ 2,485				▲ 5,180				▲ 4,829				▲ 4,855				▲ 4,978				16,251

						森林環境譲与税 シンリン カンキョウ ジョウヨ ゼイ				▲ 1				▲ 1				▲ 38				▲ 38				▲ 63				121

						自動車重量譲与税 ジドウシャ ジュウリョウ ジョウヨゼイ				▲ 8				▲ 2				8				▲ 4				▲ 4				182

				地方譲与税 チホウ ジョウヨ ゼイ

										▲ 2,823				▲ 5,312				▲ 4,988				▲ 5,026				▲ 5,174				19,757

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 2,823				▲ 5,312				▲ 4,988				▲ 5,026				▲ 5,174				19,757

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0





&8&F&A&D




特例交

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.13																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						自動車税減収補填特例交付金 ジドウシャ ゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン				105		-5.6%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						子ども・子育て支援臨時交付金 コ コソダ シエン リンジ コウフキン						-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						個人住民税減収補填特例交付金
（住宅ローン控除減収分） コジン ジュウミンゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン ジュウタク コウジョ ゲンシュウブン				517		0.0%		517		0.0%		517		0.0%		517		0.0%		517		0.0%				-100.0%

						（地方税等減収補てん臨時交付金） チホウゼイ トウ ゲンシュウ ホ リンジ コウフキン						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ								(▲ 951)				(▲ 105)				(0)				(0)				(0)				(▲ 517)

										622		-60.4%		517		-16.9%		517		0.0%		517		0.0%		517		0.0%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		622		-60.4%		517		-16.9%		517		0.0%		517		0.0%		517		0.0%		0		-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		個人住民税減収補填特例交付金はＲ3以降Ｒ2当初の横置き。Ｒ2当初はＲ1決定額であることから、実質Ｒ1決定額の横置き。 コジン ジュウミンゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン イコウ トウショ ヨコオ トウショ ケッテイ ガク ジッシツ ケッテイ ガク ヨコオ

				・		自動車税減収補填特例交付金はＲ2まで。 ジドウシャ ゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン







				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.18																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						自動車税減収補填特例交付金 ジドウシャ ゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン				189		ERROR:#REF!		125		-34.2%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						子ども・子育て支援臨時交付金 コ コソダ シエン リンジ コウフキン						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						個人住民税減収補填特例交付金
（住宅ローン控除減収分） コジン ジュウミンゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン ジュウタク コウジョ ゲンシュウブン				544		ERROR:#REF!		544		0.0%		544		0.0%		544		0.0%		544		0.0%		544		0.0%

						（地方税等減収補てん臨時交付金） チホウゼイ トウ ゲンシュウ ホ リンジ コウフキン						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ								ERROR:#REF!				(▲ 65)				(▲ 125)				(0)				(0)				(0)

										733		ERROR:#REF!		668		-8.8%		544		-18.6%		544		0.0%		544		0.0%		544		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		733		ERROR:#REF!		668		-8.8%		544		-18.6%		544		0.0%		544		0.0%		544		0.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		個人住民税減収補填特例交付金はＲ4以降Ｒ3当初の横置き。Ｒ3当初はＲ2決定額であることから、実質Ｒ2決定額の横置き。 コジン ジュウミンゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン イコウ トウショ ヨコオ トウショ ケッテイ ガク ジッシツ ケッテイ ガク ヨコオ

				・		自動車税減収補填特例交付金はＲ3まで。（当初はR2までだったが、R3.12まで延長） ジドウシャ ゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン トウショ エンチョウ







				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						特別交付金 トクベツ コウフキン				84				125				0				0				0				0

						児童手当特例交付金 ジドウ テアテ トクレイ コウフキン				0				0				0				0				0				0

						個人住民税減収補填特例交付金
（住宅ローン控除減収分） コジン ジュウミンゼイ ゲンシュウ ホテン トクレイ コウフキン ジュウタク コウジョ ゲンシュウブン				27				27				27				27				27				544

						（地方税等減収補てん臨時交付金） チホウゼイ トウ ゲンシュウ ホ リンジ コウフキン				0				0				0				0				0				0



				地方特例交付金等 チホウ トクレイ コウフキン トウ

										111				152				27				27				27				544

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		111				152				27				27				27				544

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0



&8&F&A&D




交付税

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				地方交付税 チホウ コウフゼイ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.9.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						普通交付税 フツウ コウフゼイ				214,728		2.5%		211,376		-1.6%		212,053		0.3%		210,245		-0.9%		204,000		-3.0%				ERROR:#DIV/0!

						特別交付税 トクベツ コウフゼイ				3,864		-10.9%		4,272		10.6%		4,272		0.0%		4,272		0.0%		4,272		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						震災復興特別交付税 シンサイ フッコウ トクベツ コウフゼイ				21		-29.3%		21		0.0%		21		0.0%		21		0.0%		21		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				地方交付税 チホウ コウフゼイ								(4,748)				(▲ 2,944)				(677)				(▲ 1,808)				(▲ 6,245)				(0)

										218,613		2.2%		215,669		-1.3%		216,346		0.3%		214,538		-0.8%		208,293		-2.9%		0		ERROR:#DIV/0!

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		218,613		2.2%		215,669		-1.3%		216,346		0.3%		214,538		-0.8%		208,293		-2.9%		0		ERROR:#DIV/0!

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				参考欄 サンコウ ラン

						臨財債 ノゾム ザイ サイ				22,476		-3.6%		35,196		56.6%		31,971		-9.2%		30,220		-5.5%		28,170		-6.8%		0		ERROR:#DIV/0!

						交付税+臨財債 コウフゼイ ノゾム ザイ サイ						(3,911)				(9,776)				(▲ 2,548)				(▲ 3,559)				(▲ 8,295)				(0)

										241,089		1.6%		250,865		4.1%		248,317		-1.0%		244,758		-1.4%		236,463		-3.4%		0		ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		普通交付税はR2決定額をベースに、近年の傾向等（個別算定経費＋0.3％（消費税率引上げ、R2地域振興費投資補正減は加味しない）、包括算定経費▲2.0％（Ｒ2会計年度任用職員の伸びを加味しない）、事業費補正・公債費算入積上げ）等により推計。今後、地財仮試算を踏まえ、ギャップ調整。 フツウ コウフゼイ ケッテイ ガク キンネン ケイコウトウ コベツ サンテイ ケイヒ ショウヒゼイ リツ ヒキア チイキ シンコウ ヒ トウシ ホセイ ゲン カミ ホウカツ サンテイ ケイヒ カイケイ ネンド ニンヨウ ショクイン ノ カミ ジギョウヒ ホセイ コウサイヒ サンニュウ ツミア トウ スイケイ コンゴ チザイカリシサン フ チョウセイ



				・		特交はR1決定額（通常分）をベースに、現年災のH30との差分381百万円とRWCの499百万円を控除し横置き。震災特交は減免のみで、継続すると見越してとりあえずR2当初を横置き。 トク コウ ケッテイ ガク ツウジョウ ブン ゲン ネン サイ サブン ヒャクマン エン ヒャクマン エン コウジョ ヨコオ シンサイ トク コウ ゲンメン ケイゾク ミコ トウショ ヨコオ

								【減収見込み額】		税減収 ゼイ ゲンシュウ		税務課推計 ゼイムカ スイケイ

										税減免 ゼイ ゲンメン		同上 ドウジョウ

										復興特区免除 フッコウ トック メンジョ		同上 ドウジョウ

										使・手減免 シ テ ゲンメン		各課推計 カクカ スイケイ

										計 ケイ				0				0				0				0				0



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.3																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						普通交付税 フツウ コウフゼイ				215,176		ERROR:#REF!		213,140		-0.9%		219,274		2.9%		212,666		-3.0%		207,632		-2.4%		201,652		-2.9%

						特別交付税 トクベツ コウフゼイ				3,864		ERROR:#REF!		3,864		0.0%		4,667		20.8%		4,667		0.0%		4,667		0.0%		4,667		0.0%

						震災復興特別交付税 シンサイ フッコウ トクベツ コウフゼイ						ERROR:#REF!		21		ERROR:#DIV/0!		21		0.0%		21		0.0%		21		0.0%		21		0.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				地方交付税 チホウ コウフゼイ								ERROR:#REF!				(▲ 2,015)				(6,937)				(▲ 6,608)				(▲ 5,034)				(▲ 5,980)

										219,040		ERROR:#REF!		217,025		-0.9%		223,962		3.2%		217,354		-3.0%		212,320		-2.3%		206,340		-2.8%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		219,040		ERROR:#REF!		217,025		-0.9%		223,962		3.2%		217,354		-3.0%		212,320		-2.3%		206,340		-2.8%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				参考欄 サンコウ ラン

						臨財債 ノゾム ザイ サイ				21,472		ERROR:#REF!		35,724		66.4%		20,946		-41.4%		21,941		4.8%		21,574		-1.7%		20,943		-2.9%

						交付税+臨財債 コウフゼイ ノゾム ザイ サイ						ERROR:#REF!				(12,237)				(▲ 7,841)				(▲ 5,613)				(▲ 5,401)				(▲ 6,611)

										240,512		ERROR:#REF!		252,749		5.1%		244,908		-3.1%		239,295		-2.3%		233,894		-2.3%		227,283		-2.8%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		普通交付税はR3決定額をベースに、近年の傾向等（個別算定経費＋0.0％＋人口減の影響（急減補正）を反映、包括算定経費▲2.6％（会計年度任用職員の伸びを加味しない）、事業費補正・公債費算入積上げ）等により推計。R4の普通交付税の伸び率は地財仮試算（仮）と同じとし、以降は普通交付税＋臨財債の伸び率（臨財債最終調整前）と同一の伸び率とした。 フツウ コウフゼイ ケッテイ ガク キンネン ケイコウトウ コベツ サンテイ ケイヒ ジンコウゲン エイキョウ キュウゲンホセイ ハンエイ ホウカツ サンテイ ケイヒ カイケイ ネンド ニンヨウ ショクイン ノ カミ ジギョウヒ ホセイ コウサイヒ サンニュウ ツミア トウ スイケイ フツウ コウフゼイ ノ リツ チザイカリシサン カリ オナ イコウ フツウコウフゼイ リン ザイ サイ ノ リツ リンザイサイサイシュウチョウセイマエ ドウイツ ノ リツ



				・		特交はR2決定額（通常分）をベース（除排雪が強めだが、調整はしない）。震災特交は減免のみで、継続すると見越してとりあえずR3当初を横置き。 トク コウ ケッテイ ガク ツウジョウ ブン ジョハイセツ ツヨ チョウセイ シンサイ トク コウ ゲンメン ケイゾク ミコ トウショ ヨコオ

								【減収見込み額】		税減収 ゼイ ゲンシュウ		税務課推計 ゼイムカ スイケイ

										税減免 ゼイ ゲンメン		同上 ドウジョウ

										復興特区免除 フッコウ トック メンジョ		同上 ドウジョウ

										使・手減免 シ テ ゲンメン		各課推計 カクカ スイケイ

										計 ケイ				0				0				0				0				0



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						普通交付税 フツウ コウフゼイ				448				1,764				7,221				2,421				3,632				201,652

						特別交付税 トクベツ コウフゼイ				0				▲ 408				395				395				395				4,667

						震災復興特別交付税 シンサイ フッコウ トクベツ コウフゼイ				▲ 21				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				21

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0

				地方交付税 チホウ コウフゼイ

										427				1,356				7,616				2,816				4,027				206,340

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		427				1,356				7,616				2,816				4,027				206,340

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0

				参考欄 サンコウ ラン

						臨財債 ノゾム ザイ サイ				▲ 1,004				528				▲ 11,025				▲ 8,279				▲ 6,596				20,943

						交付税+臨財債 コウフゼイ ノゾム ザイ サイ

										▲ 577				1,884				▲ 3,409				▲ 5,463				▲ 2,569				227,283







&8&F&A&T




国庫

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				国庫支出金 コッコ シシュツキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				44067																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						人件費 ジンケンヒ				21,043		0.1%		21,057		0.1%		21,073		0.1%		21,073		0.0%		21,073		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						扶助費 フジョヒ				6,114		-7.3%		6,175		1.0%		6,244		1.1%		6,315		1.1%		6,388		1.2%				ERROR:#DIV/0!

						普通建設 フツウ ケンセツ				33,825		-15.5%		35,422		4.7%		33,769		-4.7%		31,590		-6.5%		31,590		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						災害復旧 サイガイ フッキュウ				4,888		-13.1%		3,224		-34.0%		3,022		-6.3%		3,022		0.0%		3,022		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						高率補助精算金等一般財源分 コウリツホジョセイサンキン トウ イッパン ザイゲン ブン				3,147		ERROR:#DIV/0!		2,068		-34.3%		2,068		0.0%		2,068		0.0%		2,068		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						その他 タ				19,166		4.4%		19,631		2.4%		19,583		-0.2%		19,529		-0.3%		19,562		0.2%				ERROR:#DIV/0!

				国庫支出金 コッコ シシュツキン								(▲ 3,425)				(▲ 604)				(▲ 1,817)				(▲ 2,162)				(106)				(0)

										88,181		-3.7%		87,578		-0.7%		85,760		-2.1%		83,598		-2.5%		83,704		0.1%				ERROR:#DIV/0!

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		3,147		ERROR:#DIV/0!		2,068		-34.3%		2,068		0.0%		2,068		0.0%		2,068		0.0%				ERROR:#DIV/0!

								特定財源 トクテイ ザイゲン		85,035		-7.2%		85,510		0.6%		83,692		-2.1%		81,530		-2.6%		81,636		0.1%				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				3.6%				2.4%				2.4%				2.5%				2.5%				ERROR:#DIV/0!

								※その他内訳 タ ウチワケ

								物件費 ブッケン ヒ		2,506				2,752				2,506				2,506				2,506

								補助費等 ホジョヒトウ		13,855				13,899				14,115				14,018				14,007

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		1,076				1,116				1,157				1,201				1,245

								積立金 ツミタテ キン		1,729				1,864				1,804				1,804				1,804

								計 ケイ		19,166		ok		19,631		ok		19,583		ok		19,529		ok		19,562		ok				ok

				・		特財は歳出のそれぞれの推計から。　一財は全て高率補助清算金のみとして推計。 トク ザイ サイシュツ スイケイ イチザイ スベ コウリツ ホジョ セイサンキン スイケイ

				・		高率補助清算金はR1決算横置き。R2当初は財源対策でかなり強い（＋12億円）。（震災分で高止まりしているが、R2事業の事故繰分が最終的に通常分としてR5までに入ることを見込んで伸ばす） コウリツ ホジョ セイサンキン ケッサン ヨコオ トウショ ザイゲン タイサク ツヨ オクエン シンサイ ブン タカド ジギョウ ジコ クリ ブン サイシュウテキ ツウジョウ ブン ハイ ミコ ノ

				・

				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						人件費 ジンケンヒ				20,672		ERROR:#REF!		20,453		-1.1%		20,466		0.1%		20,495		0.1%		20,466		-0.1%		20,466		0.0%

						扶助費 フジョヒ				6,257		ERROR:#REF!		6,294		0.6%		6,350		0.9%		6,408		0.9%		6,466		0.9%		6,525		0.9%

						普通建設 フツウ ケンセツ				53,002		ERROR:#REF!		30,810		-41.9%		36,615		18.8%		30,739		-16.0%		30,739		0.0%		30,739		0.0%

						災害復旧 サイガイ フッキュウ				3,063		ERROR:#REF!		3,207		4.7%		3,073		-4.2%		3,073		0.0%		3,073		0.0%		3,073		0.0%

						高率補助清算金等一般財源分 コウリツ ホジョ セイサンキン ナド イッパン ザイゲン ブン				3,245		ERROR:#REF!		3,571		10.0%		1,988		-44.3%		1,988		0.0%		1,988		0.0%		1,988		0.0%

						その他 タ				18,711		ERROR:#REF!		18,102		-3.3%		18,677		3.2%		18,912		1.3%		18,716		-1.0%		18,765		0.3%

				国庫支出金 コッコ シシュツキン								ERROR:#REF!				(▲ 22,513)				(4,733)				(▲ 5,555)				(▲ 167)				(109)

										104,949.932		ERROR:#REF!		82,437.275		-21.5%		87,170		5.7%		81,614		-6.4%		81,448		-0.2%		81,557		0.1%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		3,245		ERROR:#REF!		3,571		10.0%		1,988		-44.3%		1,988		0.0%		1,988		0.0%		1,988		0.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		101,705		ERROR:#REF!		78,866		-22.5%		85,182		8.0%		79,627		-6.5%		79,460		-0.2%		79,569		0.1%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				3.1%				4.3%				2.3%				2.4%				2.4%				2.4%

								※その他内訳 タ ウチワケ

								物件費 ブッケン ヒ		1,945				2,248				2,306				2,494				2,250				2,250

								補助費等 ホジョヒトウ		13,547				13,510				13,521				13,531				13,542				13,553

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		990				1,061				1,096				1,132				1,169				1,207

								積立金 ツミタテ キン		2,228				1,283				1,755				1,755				1,755				1,755

								計 ケイ		18,711		ok		18,102		ok		18,677		ok		18,912		ok		18,716		ok		18,765		ok

				・		特財は歳出のそれぞれの推計から。　一財は全て高率補助清算金のみとして推計。 トク ザイ サイシュツ スイケイ イチザイ スベ コウリツ ホジョ セイサンキン スイケイ

				・		高率補助清算金はR2決算を横置き。※R2の２補は他の一財扱いも含めていることに留意。 コウリツ ホジョ セイサンキン ケッサン ヨコオ ホ ホカ リュウイ

				・		R3当初は財源対策でかなり強い（＋17億円）。（震災分で高止まりしているが、R2事業の事故繰分が最終的に通常分としてR5までに入ることを見込んで伸ばす）



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						人件費 ジンケンヒ				▲ 371				▲ 604				▲ 607				▲ 578				▲ 607				20,466

						扶助費 フジョヒ				143				119				106				92				78				6,525

						普通建設 フツウ ケンセツ				19,177				▲ 4,613				2,845				▲ 851				▲ 851				30,739

						災害復旧 サイガイ フッキュウ				▲ 1,824				▲ 17				51				51				51				3,073

						高率補助精算金 コウリツホジョセイサンキン				99				1,503				▲ 80				▲ 80				▲ 80				1,988

						その他 タ				▲ 455				▲ 1,528				▲ 906				▲ 617				▲ 847				18,765

				国庫支出金 コッコ シシュツキン

										16,768				▲ 5,141				1,409				▲ 1,983				▲ 2,256				81,557

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		99				1,503				▲ 80				▲ 80				▲ 80				1,988

								特定財源 トクテイ ザイゲン		16,670				▲ 6,644				1,490				▲ 1,903				▲ 2,176				79,569

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ

								※その他内訳 タ ウチワケ

								物件費 ブッケン ヒ		▲ 561				▲ 504				▲ 200				▲ 12				▲ 256				2,250

								補助費等 ホジョヒトウ		▲ 307				▲ 389				▲ 594				▲ 487				▲ 465				13,553

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		▲ 86				▲ 55				▲ 62				▲ 69				▲ 76				1,207

								積立金 ツミタテ キン		499				▲ 581				▲ 50				▲ 50				▲ 50				1,755

								計 ケイ		▲ 455		ok		▲ 1,528		ok		▲ 906		ok		▲ 617		ok		▲ 847		ok		18,765		ok





&8&F&A&D&T




高率補助

		高率補助精算金 コウリツ ホジョ セイサンキン



						H14		H15		増減率 ゾウゲン リツ		H16		増減率 ゾウゲン リツ		H17		増減率 ゾウゲン リツ		H18		増減率 ゾウゲン リツ		H19		増減率 ゾウゲン リツ		H20		増減率 ゾウゲン リツ		H21		増減率 ゾウゲン リツ		H22		増減率 ゾウゲン リツ		H23		増減率 ゾウゲン リツ		H24		増減率 ゾウゲン リツ		H25		増減率 ゾウゲン リツ		H26		増減率 ゾウゲン リツ		H27		増減率 ゾウゲン リツ		H28		増減率 ゾウゲン リツ		H29		増減率 ゾウゲン リツ		H30		増減率 ゾウゲン リツ		R1		増減率 ゾウゲン リツ		R2		増減率 ゾウゲン リツ		R3		増減率 ゾウゲン リツ

				農林水産 ノウリン スイサン		4,456,906		4,239,814		-4.9%		3,325,204		-21.6%		2,732,209		-17.8%		2,063,062		-24.5%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				県土 ケンド		3,997,489		3,737,260		-6.5%		3,597,849		-3.7%		2,407,709		-33.1%		2,440,785		1.4%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				合計 ゴウケイ		8,454,395		7,977,074		-5.6%		6,923,053		-13.2%		5,139,918		-25.8%		4,503,847		-12.4%		3,861,669

Q010419: 最終見込み
		-14.3%		3,463,352

Q010419: 最終見込み
		-10.3%		3,287,128		-5.1%		2,645,027		-19.5%		1,689,301		-36.1%		1,899,678		12.5%		1,752,720		-7.7%		1,840,858

 :  決算統計　県表３-３表
一般財源扱国庫の内、高率補助のみを抜粋（通常分）		

Q010419: 最終見込み
																														5.0%		1,669,350

 :  決算統計３-３表
通常震災の区分無いため、港湾と河川を除外		

Q010419: 最終見込み
																														-9.3%		2,812,711

 : 決算統計3-3表
県土震災分農水、商工の震災分を控除		52.8%		1,774,740

SS17081274: 決算統計3-3表
農水県土の一般財源扱い国庫のうち、通常分のみ抽出		-36.9%		2,393,198

SS17081274: 決算統計3-3表
農水県土の一般財源扱い国庫のうち、通常分のみ抽出		34.8%		2,068,034

SS17081274: 決算統計3-3表
農水県土の一般財源扱い国庫のうち、通常分のみ抽出		-13.6%		1,987,911

SS17081274: 決算統計3-3表
農水県土の一般財源扱い国庫のうち、通常分のみ抽出		-3.9%		3,571,074

SS17081274: フレームから		79.6%

				増減額 ゾウ ゲンガク				△ 477,321				△ 1,054,021				△ 1,783,135				△ 636,071				△ 642,178				△ 398,317				△ 176,224				△ 642,101				△ 955,726				210,377				△ 146,958				88,138				△ 171,508				1,143,361				△ 1,037,971				618,458				△ 325,164				△ 80,123				1,583,163



																直近3年平均 チョッキン ネン ヘイキン		-14.9%				-17.1%				-17.5%				-12.3%



				公共事業 コウキョウ ジギョウ		H14		H15		増減率 ゾウゲン リツ		H16		増減率 ゾウゲン リツ		H17		増減率 ゾウゲン リツ		H18		増減率 ゾウゲン リツ		H19		増減率 ゾウゲン リツ		H20		増減率 ゾウゲン リツ

				補助 ホジョ		103,825		90,743		-12.6%		74,457		-17.9%		72,021		-3.3%		60,981		-15.3%		54,245		-11.0%		51,390		-5.3%																										最終見込及び当初計上額 サイシュウ ミコミ オヨ トウショ ケイジョウガク

				単独 タンドク		62,142		47,212		-24.0%		30,859		-34.6%		28,455		-7.8%		22,760		-20.0%		19,551		-14.1%		17,302		-11.5%

				直轄 チョッカツ		17,131		16,644		-2.8%		21,664		30.2%		21,521		-0.7%		21,563		0.2%		21,301		-1.2%		21,589		1.4%																										決算額増減率（H26～30）平均 ケッサンガク ゾウゲン リツ ヘイキン		9.3%

				合計 ゴウケイ		183,098		154,599		-15.6%		126,980		-17.9%		121,997		-3.9%		105,304		-13.7%		95,097		-9.7%		90,281		-5.1%																														R1当初×増減率平均を横置き トウショ ゾウゲン リツ ヘイキン ヨコオ

				補助+直轄 ホジョ チョッカツ		120,956		107,387		-11.2%		96,121		-10.5%		93,542		-2.7%		82,544		-11.8%		75,546		-8.5%		72,979		-3.4%																						※震災の影響を考慮しＨ26～30の決算額の伸率を採用 シンサイ エイキョウ コウリョ ケッサンガク ノ リツ サイヨウ

																																																				☆Ｒ2決算値に置換済み ケッサン チ オ カ ズ

														合計 ゴウケイ		直近3年平均 チョッキン ネン ヘイキン		-12.5%				-11.8%				-9.1%				-9.5%

														補助+直轄 ホジョ チョッカツ		直近3年平均 チョッキン ネン ヘイキン		-8.1%				-8.3%				-7.6%				-7.9%



2月見直しでは修正しない
（H31当初から0.8％ずつ伸ばす）



県債

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				県債 ケンサイ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.9.9																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						　ｱ）公共事業分 コウキョウ ジギョウ ブン				28,877		-21.6%		30,503		5.6%		28,820		-5.5%		26,602		-7.7%		26,602		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						　ｲ）非公共事業分 ヒ コウキョウ ジギョウ ブン				12,743		38.2%		11,559		-9.3%		11,538		-0.2%		10,065		-12.8%		11,704		16.3%				ERROR:#DIV/0!

						１普通建設分（ｱ+ｲ） フツウ ケンセツ ブン				41,620		-9.6%		42,062		1.1%		40,358		-4.1%		36,667		-9.1%		38,306		4.5%				ERROR:#DIV/0!

						　うち行革債分 ギョウカク サイ ブン				3,873		1.1%		3,998		3.2%		3,891		-2.7%		3,720		-4.4%		3,720		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						２災害復旧分 サイガイ フッキュウ ブン				2,574		-37.8%		1,698		-34.0%		1,588		-6.5%		1,588		0.0%		1,588		0.0%				ERROR:#DIV/0!

						３臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ				22,476		-3.6%		35,196		56.6%		31,971		-9.2%		30,220		-5.5%		28,170		-6.8%				ERROR:#DIV/0!

						５退職手当債 タイショク テア サイ				700		-65.0%		1,800		157.1%		2,200		22.2%		3,000		36.4%		1,900		-36.7%				ERROR:#DIV/0!

						６その他 タ				2,735		-57.0%		128		-95.3%		2,067		1514.8%		1,898		-8.2%		3,394		78.8%				ERROR:#DIV/0!

						７調整分 チョウセイ ブン

Q010419: 臨財債決定後に全体額を動かさないための調整				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						新発債 シン ハツ サイ				70,105		-14.4%		80,884		15.4%		78,184		-3.3%		73,373		-6.2%		73,358		-0.0%				ERROR:#DIV/0!

						借換債 カリカ サイ				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						平準化借換債 ヘイジュン カ カリカ サイ				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				県債（特会分含む） ケンサイ トク カイ ブン フク								(▲ 11,749)				(10,779)				(▲ 2,700)				(▲ 4,811)				(▲ 15)				(0)

										70,105		-14.4%		80,884		15.4%		78,184		-3.3%		73,373		-6.2%		73,358		-0.0%				ERROR:#DIV/0!

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		22,476		-22.2%		35,196		56.6%		31,971		-9.2%		30,220		-5.5%		28,170		-6.8%				ERROR:#DIV/0!

								特定財源 トクテイ ザイゲン		47,629		-10.1%		45,688		-4.1%		46,213		1.1%		43,153		-6.6%		45,188		4.7%				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ								32.1%				43.5%				40.9%				41.2%				38.4%				ERROR:#DIV/0!



								行革債 ギョウカク サイ		3,873		1.1%		3,998		3.2%		3,891		-2.7%		3,720		-4.4%		3,720		0.0%				ERROR:#DIV/0!

								うち公共　 コウキョウ		2,226		-16.5%		2,351		5.6%		2,244		-4.5%		2,073		-7.6%		2,073		0.0%				ERROR:#DIV/0!

								うち非公共 ヒ コウキョウ		1,647		41.5%		1,647		0.0%		1,647		0.0%		1,647		0.0%		1,647		0.0%				ERROR:#DIV/0!

								退職手当債 タイショク テア サイ		700		-65.0%		1,800		157.1%		2,200		22.2%		3,000		36.4%		1,900		-36.7%				ERROR:#DIV/0!



						公債費負担適正化計画の達成を見据え、発行額は調整せず。 コウサイヒフタンテキセイカケイカク タッセイ ミス ハッコウガク チョウセイ				45,055				43,990				44,625				41,565				43,600

										0				0				0				0				0

								一般会計分一財 イッパン カイケイ ブン イチ ザイ		22,476				35,196				31,971				30,220				28,170

								一般会計分特財 イッパン カイケイ ブン トク ザイ		47,629				45,688				46,213				43,153				45,188

								歳出県債財源計 サイシュツ ケンサイ ザイゲン ケイ		42,560.0		ok		49,559.5		ok		44,779.5		▲ 22.0		43,830.5		ok		44,181.5		ok



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						　ｱ）公共事業分 コウキョウ ジギョウ ブン				47,130		ERROR:#REF!		26,269		-44.3%		31,970		21.7%		26,602		-16.8%		26,602		0.0%		26,602		0.0%

						　ｲ）非公共事業分 ヒ コウキョウ ジギョウ ブン				11,853		ERROR:#REF!		11,567		-2.4%		11,947		3.3%		11,947		0.0%		11,947		0.0%		11,947		0.0%

						１普通建設分（ｱ+ｲ） フツウ ケンセツ ブン				58,983		ERROR:#REF!		37,836		-35.9%		43,917		16.1%		38,549		-12.2%		38,549		0.0%		38,549		0.0%

						　うち行革債分 ギョウカク サイ ブン				3,404		ERROR:#REF!		4,316		26.8%		4,841		12.2%		3,947		-18.5%		3,947		0.0%		3,947		0.0%

						２災害復旧分 サイガイ フッキュウ ブン				2,367		ERROR:#REF!		1,668		-29.5%		1,607		-3.7%		1,607		0.0%		1,607		0.0%		1,607		0.0%

						３臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ				21,472		ERROR:#REF!		35,724		66.4%		20,946		-41.4%		21,941		4.8%		21,574		-1.7%		20,943		-2.9%

						５退職手当債 タイショク テア サイ				400		ERROR:#REF!		1,800		350.0%		2,400		33.3%		3,100		29.2%		3,100		0.0%		2,300		-25.8%

						６その他 タ				11,838		ERROR:#REF!		974		-91.8%		1,834		88.3%		1,876		2.3%		3,847		105.1%		15		-99.6%

						７調整分 チョウセイ ブン				0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						新発債 シン ハツ サイ

 :  ※一般会計分は新発債のみ				95,060		ERROR:#REF!		78,002		-17.9%		70,704		-9.4%		67,073		-5.1%		68,677		2.4%		63,414		-7.7%

						借換債 カリカ サイ				0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						平準化借換債 ヘイジュン カ カリカ サイ				0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				県債（特会分含む） ケンサイ トク カイ ブン フク								ERROR:#REF!				(▲ 17,058)				(▲ 7,299)				(▲ 3,631)				(1,604)				(▲ 5,263)

										95,060		ERROR:#REF!		78,002		-17.9%		70,704		-9.4%		67,073		-5.1%		68,677		2.4%		63,414		-7.7%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		31,011

SS17081274: 減収補填債含み		ERROR:#REF!		35,724		15.2%		20,946		-41.4%		21,941		4.8%		21,574		-1.7%		20,943		-2.9%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		64,049		ERROR:#REF!		42,278		-34.0%		49,758		17.7%		45,132		-9.3%		47,103		4.4%		42,471		-9.8%

				推計方法 スイケイ ホウホウ								32.6%				45.8%				29.6%				32.7%				31.4%				33.0%



								行革債 ギョウカク サイ		3,404		ERROR:#REF!		4,316		26.8%		4,841		12.2%		3,947		-18.5%		3,947		0.0%		3,947		0.0%

								うち公共　 コウキョウ		2,016		ERROR:#REF!		2,420		20.0%		2,945		21.7%		2,051		-30.4%		2,051		0.0%		2,051		0.0%

								うち非公共 ヒ コウキョウ		1,388		ERROR:#REF!		1,896		36.6%		1,896		0.0%		1,896		0.0%		1,896		0.0%		1,896		0.0%

								退職手当債 タイショク テア サイ		400		ERROR:#REF!		1,800		350.0%		2,400		33.3%		3,100		29.2%		3,100		0.0%		2,300		-25.8%

						公債費負担適正化計画を達成したことから、発行額は調整せず。臨財債は実質一般財源を合わせ付けるための調整弁として使用。 コウサイヒフタンテキセイカケイカク タッセイ ハッコウガク チョウセイ リン ザイ サイ ジッシツ イッパン ザイゲン ア ツ チョウセイ ベン シヨウ

												公債費負担適正化計画ベース⇒ コウサイヒ フタン テキセイカ ケイカク		40,610				48,151				43,525				45,496				40,864

												（調整額） チョウセイ ガク		0				0				0				0				0

								一般会計分一財 イッパン カイケイ ブン イチ ザイ		31,011				35,724				20,946				21,941				21,574				20,943

								一般会計分特財 イッパン カイケイ ブン トク ザイ		64,049				42,278				49,758				45,132				47,103				42,471

								歳出県債財源計 サイシュツ ケンサイ ザイゲン ケイ		64,049.1		ok		42,278.0		ok		49,757.5		ok		45,131.5		ok		47,102.5		ok		42,470.5		ok

				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						　ｱ）公共事業分 コウキョウ ジギョウ ブン				18,253				▲ 4,234				3,150				0				0				26,602

						　ｲ）非公共事業分 ヒ コウキョウ ジギョウ ブン				▲ 890				8				409				1,882				243				11,947

						１普通建設分（ｱ+ｲ） フツウ ケンセツ ブン				17,363				▲ 4,226				3,559				1,882				243				38,549

						　うち行革債分 ギョウカク サイ ブン				▲ 469				318				950				226				226				3,947

						２災害復旧分 サイガイ フッキュウ ブン				▲ 207				▲ 30				19				19				19				1,607

						３臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサク サイ				▲ 1,004				528				▲ 11,025				▲ 8,279				▲ 6,596				20,943

						５退職手当債 タイショク テア サイ				▲ 300				0				200				100				1,200				2,300

						６その他 タ				9,103				846				▲ 233				▲ 22				453				15

						７調整分 チョウセイ ブン				0				0				0				0				0				0

						新発債 シン ハツ サイ				24,955				▲ 2,882				▲ 7,481				▲ 6,301				▲ 4,682				63,414

						借換債 カリカ サイ				0				0				0				0				0				0

						平準化借換債 ヘイジュン カ カリカ サイ				0				0				0				0				0				0

				県債（特会分含む） ケンサイ トク カイ ブン フク

										24,955				▲ 2,882				▲ 7,481				▲ 6,301				▲ 4,682				63,414

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		8,535				528				▲ 11,025				▲ 8,279				▲ 6,596				20,943

								特定財源 トクテイ ザイゲン		16,420				▲ 3,410				3,545				1,979				1,915				42,471

				推計方法 スイケイ ホウホウ



								行革債 ギョウカク サイ		▲ 469				318				950				226				226				3,947

								うち公共　 コウキョウ		▲ 210				69				701				▲ 23				▲ 23				2,051

								うち非公共 ヒ コウキョウ		▲ 259				249				249				249				249				1,896

								退職手当債 タイショク テア サイ		▲ 300				0				200				100				1,200				2,300







								一般会計分一財 イッパン カイケイ ブン イチ ザイ		8,535				528				▲ 11,025				▲ 8,279				▲ 6,596				20,943

								一般会計分特財 イッパン カイケイ ブン トク ザイ		16,420				▲ 3,410				3,545				1,979				1,915				42,471

								歳出県債財源計 サイシュツ ケンサイ ザイゲン ケイ		21,489		▲ 5,069		▲ 7,282		3,872		4,978		▲ 1,434		1,301		678		2,921		▲ 1,007		42,471		ok



&8&F&A&D&T


うち国補正対応分18,879百万円、それ以外76,181百万円



県債内訳

				県債発行予定額 ケンサイ ハッコウ ヨテイ ガク																																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

																R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

																				（推計） スイケイ				（推計） スイケイ				（推計） スイケイ				（推計） スイケイ				（推計） スイケイ

																		伸び率 ノ リツ				伸び率 ノ リツ				伸び率 ノ リツ				伸び率 ノ リツ				伸び率 ノ リツ				伸び率 ノ リツ

								普通建設 フツウ ケンセツ						（調整後欄から） チョウセイ ゴ ラン		58,983		ERROR:#REF!		37,836		-35.9%		43,917		16.1%		38,549		-12.2%		38,549		0.0%		38,549		0.0%

								(1)		公共事業 コウキョウ ジギョウ						47,130		ERROR:#REF!		26,269		-44.3%		31,970		21.7%		26,602		-16.8%		26,602		0.0%		26,602		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		45,114		ERROR:#REF!		23,849		-47.1%		29,025		21.7%		24,551		-15.4%		24,551		0.0%		24,551		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		2,016		ERROR:#REF!		2,420		20.0%		2,945		21.7%		2,051		-30.4%		2,051		0.0%		2,051		0.0%

										ｱ		補助 ホジョ				31,921		ERROR:#REF!		13,571		-57.5%		19,157		41.2%		13,789		-28.0%		13,789		0.0%		13,789		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		30,555		ERROR:#REF!		12,321		-59.7%		17,393		41.2%		12,726		-26.8%		12,726		0.0%		12,726		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		1,366		ERROR:#REF!		1,250		-8.5%		1,764		41.1%		1,063		-39.8%		1,063		0.0%		1,063		0.0%

										ｲ		単独 タンドク				7,234		ERROR:#REF!		6,295		-13.0%		7,301		16.0%		7,301		0.0%		7,301		0.0%		7,301		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		6,925		ERROR:#REF!		5,715		-17.5%		6,628		16.0%		6,738		1.7%		6,738		0.0%		6,738		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		309		ERROR:#REF!		580		87.7%		673		16.0%		563		-16.3%		563		0.0%		563		0.0%

										ｳ		直轄 チョッカツ				7,975		ERROR:#REF!		6,403		-19.7%		5,512		-13.9%		5,512		0.0%		5,512		0.0%		5,512		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		7,634		ERROR:#REF!		5,813		-23.9%		5,004		-13.9%		5,087		1.7%		5,087		0.0%		5,087		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		341		ERROR:#REF!		590		73.0%		508		-13.9%		425		-16.3%		425		0.0%		425		0.0%

								(2)		非公共 ヒ コウキョウ						11,853		ERROR:#REF!		11,567		-2.4%		11,947		3.3%		11,947		0.0%		11,947		0.0%		11,947		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		10,465		ERROR:#REF!		9,671		-7.6%		10,051		3.9%		10,051		0.0%		10,051		0.0%		10,051		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		1,388		ERROR:#REF!		1,896		36.6%		1,896		0.0%		1,896		0.0%		1,896		0.0%		1,896		0.0%

										ｱ		大規模 ダイキボ				10,584		ERROR:#REF!		11,378		7.5%		11,758		3.3%		11,758		0.0%		11,758		0.0%		11,758		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		9,196		ERROR:#REF!		9,482		3.1%		9,862		4.0%		9,862		0.0%		9,862		0.0%		9,862		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		1,388		ERROR:#REF!		1,896		36.6%		1,896		0.0%		1,896		0.0%		1,896		0.0%		1,896		0.0%

										ｲ		大規模以外 ダイキボ イガイ				1,269		ERROR:#REF!		189		-85.1%		189		0.0%		189		0.0%		189		0.0%		189		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		1,269		ERROR:#REF!		189		-85.1%		189		0.0%		189		0.0%		189		0.0%		189		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								普通建設 フツウ ケンセツ						（調整前） チョウセイ マエ		58,983		ERROR:#REF!		37,836		-35.9%		43,917		16.1%		38,549		-12.2%		38,549		0.0%		38,549		0.0%

														通常分 ツウジョウ ブン		55,579		ERROR:#REF!		33,520		-39.7%		39,076		16.6%		34,602		-11.4%		34,602		0.0%		34,602		0.0%

														財対分 ザイ ツイ ブン		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

														行改債 ギョウ アラタ サイ		3,404		ERROR:#REF!		4,316		26.8%		4,841		12.2%		3,947		-18.5%		3,947		0.0%		3,947		0.0%

								(3)		調整1 チョウセイ								ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								(4)		調整2 チョウセイ								ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								(5)		調整3 チョウセイ								ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								(6)		調整4 チョウセイ								ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						1		普通建設 フツウ ケンセツ						（調整後） チョウセイ ゴ		58,983		ERROR:#REF!		37,836		-35.9%		43,917		16.1%		38,549		-12.2%		38,549		0.0%		38,549		0.0%

						2		災害復旧 サイガイ フッキュウ								2,367		ERROR:#REF!		1,668		-29.5%		1,607		-3.7%		1,607		0.0%		1,607		0.0%		1,607		0.0%		歳出：災害復旧より サイシュツ サイガイ フッキュウ

		○				3		人件費 ジンケンヒ						（退職手当債） タイショク テア サイ		400		ERROR:#REF!		1,800		350.0%		2,400		33.3%		3,100		29.2%		3,100		0.0%		2,300		-25.8%		歳出：人件費（退職金）積算より サイシュツ ジンケンヒ タイショク キン セキサン

						4		物件費 ブッケン ヒ								129		ERROR:#REF!		513		297.7%		0		-100.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		歳出：物件費より サイシュツ ブッケンヒ

						5		維持補修費 イジ ホシュウ ヒ								0		ERROR:#REF!		1		ERROR:#DIV/0!		35		3400.0%		15		-57.1%		35		133.3%		15		-57.1%		歳出：維持補修費より サイシュツ イジ ホシュウ ヒ

						6		補助費等 ホジョ ヒ トウ								0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		歳出：補助費等より サイシュツ ホジョ ヒ ナド

						7		貸付金 カシツケ キン								2,170		ERROR:#REF!		460		-78.8%		1,799		291.1%		1,861		3.4%		3,812		104.8%		0		-100.0%

		○						(1)		転貸債分（クリーンセンター） テンタイ サイ ブン						2,170		ERROR:#REF!		460		-78.8%		1,799		291.1%		1,861		3.4%		3,812		104.8%		0		-100.0%

		○						(2)		単年度貸付分（地総債） タンネンド カシツケ ブン チ ソウ サイ								ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		○						(3)		その他（災害援護） タ サイガイ エンゴ								ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		R3以降8百万円（R2当初）と見込む イコウ ヒャクマンエン トウショ ミコ

		○				8		出資 シュッシ								0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		歳出：投資：出資より サイシュツ トウシ シュッシ

		○				9		減収補てん債（一般財源扱） ゲンシュウ ホ サイ イッパン ザイゲン アツカ								9,539		ERROR:#REF!				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		なし

						10		臨時財政対策債（一般財源扱） リンジ ザイセイ タイサク サイ イッパン ザイゲン アツカ								21,472		ERROR:#REF!		35,724		66.4%		20,946		-41.4%		21,941		4.8%		21,574		-1.7%		20,943		-2.9%		R3以降はR2実績から調整 イコウ ジッセキ チョウセイ

SS17081274: Ｒ1見通しでは消費税率引上げを見込んだ後、仮試算を踏まえ戻す

						1		調整欄 チョウセイ ラン						（臨財債決定後） ノゾム ザイ サイ ケッテイ ゴ				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		消費増税に伴う安定化分を考慮 ショウヒ ゾウゼイ トモナ アンテイ カブン コウリョ

				Ⅰ		新発債 シン ハツ サイ										95,060		ERROR:#REF!		78,002		-17.9%		70,704		-9.4%		67,073		-5.1%		68,677		2.4%		63,414		-7.7%

						行政改革推進債 ギョウセイ カイカク スイシン サイ										3,404		ERROR:#REF!		4,316		26.8%		4,841		12.2%		3,947		-18.5%		3,947		0.0%		3,947		0.0%

						退職手当債 タイショク テア サイ

Q010419: 退職手当債
10（0）で償還
										400		ERROR:#REF!		1,800		350.0%		2,400		33.3%		3,100		29.2%		3,100		0.0%		2,300		-25.8%

						上記以外 ジョウキ イガイ										91,256		ERROR:#REF!		71,886		-21.2%		63,462		-11.7%		60,026		-5.4%		61,630		2.7%		57,167		-7.2%

		○		Ⅱ		借換債（通常分） カリカ サイ ツウジョウ ブン												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

		○		Ⅲ		平準化借換債 ヘイジュン カ カリカ サイ

Q010419: 平準化借換債
１０（５）で償還
H27以降は発行不可能												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		H27以降発行不可能 イコウ ハッコウ フカノウ

		○		Ⅳ		繰上償還借換 クリアゲ ショウカン カリカエ

				Ⅴ		北東北みらい債借換 キタ トウホク サイ カリカ

				Ⅵ		その他 タ												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								合計 ゴウケイ								95,060		ERROR:#REF!		78,002		-17.9%		70,704		-9.4%		67,073		-5.1%		68,677		2.4%		63,414		-7.7%

				歳出の公債費バックデータの新発債 サイシュツ コウサイヒ シン ハツ サイ

Z010429: 当該年度の起債予算額＋前年度からの起債繰越額－翌年度への起債繰越額
で算出するので、当該年度の地方債の予算額と、公債費算出に用いる当該年度の地方債の額はズレルことになる。
H21.6.26　大内（堤主査に内訳確認済み）																																				

SS17081274: Ｒ1見通しでは消費税率引上げを見込んだ後、仮試算を踏まえ戻す		

Q010419: 退職手当債
10（0）で償還
		

Q010419: 平準化借換債
１０（５）で償還
H27以降は発行不可能																																		公債費推計より コウサイヒ スイケイ

				差額 サガク												△ 95,060				△ 78,002				△ 70,704				△ 67,073				△ 68,677				△ 63,414

				差額の内訳 サガク ウチワケ				前年度からの繰越額　A ゼンネンド クリコシ ガク								ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				0				0								0				　　　使わない ツカ

								翌年度への繰越額　B ヨクネンド クリコシ ガク

								A-B								ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				0				0								0



						特財分（臨財債除き） トク ザイ ブン ノゾム ザイ サイ ノゾ										73,588		ERROR:#REF!		42,278		ERROR:#REF!		49,758		17.7%		45,132		-9.3%		47,103		4.4%		42,471		-9.8%

						特財分（臨財債除き、借換債除き） トク ザイ ブン ノゾム ザイ サイ ノゾ カリカ サイ ノゾ										73,588		ERROR:#REF!		42,278		ERROR:#REF!		49,758		17.7%		45,132		-9.3%		47,103		4.4%		42,471		-9.8%

						借換債再掲 カリカ サイ サイケイ										0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						借換債除き カリカ サイ ノゾ										95,060		ERROR:#REF!		78,002		ERROR:#REF!		70,704		-9.4%		67,073		-5.1%		68,677		2.4%		63,414		-7.7%





				【再掲】財源対策分 サイケイ ザイゲン タイサク ブン

				行政改革推進債 ギョウセイ カイカク スイシン サイ												3,404		ERROR:#REF!		4,316		ERROR:#REF!		4,841		12.2%		3,947		-18.5%		3,947		0.0%		3,947		0.0%

				退職手当債 タイショク テア サイ												400		ERROR:#REF!		1,800		ERROR:#REF!		2,400		33.3%		3,100		29.2%		3,100		0.0%		2,300		-25.8%

				平準化借換債 ヘイジュン カ カリカ サイ												0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						合計 ゴウケイ										3,804		ERROR:#REF!		6,116		ERROR:#REF!		7,241		18.4%		7,047		-2.7%		7,047		0.0%		6,247		-11.4%











&8&F&A&D&T


歳出：普通建設（個表）から



分・負

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				分担金及び負担金 ブンタンキン オヨ フタンキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.8.18																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						普通建設に係る分 フツウ ケンセツ カカ ブン

Q010419: 普通建設の分負のうち非公共で分負がありそうなのは、県境産廃と高校整備（要チェック）				1,190		-55.4%		1,190		0.0%		1,190		0.0%		1,190		0.0%		1,190		0.0%				-100.0%

						普通建設以外に係る分 フツウ ケンセツ イガイ カカ ブン				141		-5.8%		194		37.0%		196		1.4%		197		0.1%		197		0.1%				-100.0%

						一般財源扱（児童措置等（過年度） イッパン ザイゲン アツカ ジドウ ソチ トウ カネンド				2		153.1%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%				-100.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				分担金及び負担金 ブンタンキン オヨ フタンキン								(▲ 1,485)				(52)				(3)				(0)				(0)				(▲ 1,388)

										1,333		-52.7%		1,385		3.9%		1,388		0.2%		1,388		0.0%		1,388		0.0%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		2		2		2		0		2		0		2		0		2		0				-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		1,331		-52.8%		1,383		3.9%		1,386		0.2%		1,386		0.0%		1,387		0.0%				-100.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%

								※普建以外内訳 ススム ダテ イガイ ウチワケ

								扶助費 フジョヒ		12				12				12				13				13

								物件費 ブッケンヒ		7				59				121				121				121

								補助費等 ホジョヒトウ		62				62				62				63				63

								積立金 ツミタテ キン		60				60				0				0				0

								計 ケイ		141				194				196				197				197

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				・		普通建設に係る分、普通建設以外に係る分は歳出においてそれぞれ推計。一般財源扱いはR3以降はR2と同額として推計。 フツウ ケンセツ カカ ブン フツウ ケンセツ イガイ カカ ブン サイシュツ スイケイ イッパン ザイゲン アツカ イコウ ドウガク スイケイ



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						普通建設に係る分 フツウ ケンセツ カカ ブン				2,574		ERROR:#REF!		1,366		-46.9%		1,366		0.0%		1,366		0.0%		1,366		0.0%		1,366		0.0%

						普通建設以外に係る分 フツウ ケンセツ イガイ カカ ブン				141		ERROR:#REF!		139		-1.4%		80		-42.6%		80		0.3%		80		0.3%		80		0.3%

						一般財源扱（児童措置等（過年度） イッパン ザイゲン アツカ ジドウ ソチ トウ カネンド				3		ERROR:#REF!		2		-29.2%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				分担金及び負担金 ブンタンキン オヨ フタンキン								ERROR:#REF!				(▲ 1,211)				(▲ 59)				(0)				(0)				(0)

										2,717		ERROR:#REF!		1,507		-44.6%		1,448		-3.9%		1,448		0.0%		1,448		0.0%		1,448		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		3		ERROR:#REF!		2		-0		2		0		2		0		2		0		2		0

								特定財源 トクテイ ザイゲン		2,715		ERROR:#REF!		1,505		-44.6%		1,446		-3.9%		1,446		0.0%		1,446		0.0%		1,447		0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%				0.1%

								※普建以外内訳 ススム ダテ イガイ ウチワケ

								扶助費 フジョヒ		13				13				13				13				13				13

								物件費 ブッケンヒ		9				8				8				8				8				8

								補助費等 ホジョヒトウ		60				58				59				59				59				59

								積立金 ツミタテ キン		60				60				0				0				0				0

								計 ケイ		141				139				80				80				80				80

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				・		特財は普通建設、普通建設以外とも歳出連動。一般財源扱いはR4以降R3同額として推計。 トクザイ フツウ ケンセツ フツウ ケンセツ イガイ サイシュツ レンドウ イッパン ザイゲン アツカ イコウ ドウガク スイケイ



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						普通建設に係る分 フツウ ケンセツ カカ ブン				1,384				176				176				176				176				1,366

						普通建設以外に係る分 フツウ ケンセツ イガイ カカ ブン				▲ 1				▲ 55				▲ 117				▲ 117				▲ 117				80

						一般財源扱（児童措置等（過年度） イッパン ザイゲン アツカ ジドウ ソチ トウ カネンド				1				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				2

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

				分担金及び負担金 ブンタンキン オヨ フタンキン

										1,384				121				60				60				60				1,448

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		1				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				2

								特定財源 トクテイ ザイゲン		1,384				122				60				60				60				1,447

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ

								※普建以外内訳 ススム ダテ イガイ ウチワケ

								扶助費 フジョヒ		1				1				1				1				1				13

								物件費 ブッケンヒ		1				▲ 52				▲ 114				▲ 114				▲ 114				8

								補助費等 ホジョヒトウ		▲ 2				▲ 4				▲ 4				▲ 4				▲ 4				59

								積立金 ツミタテ キン		0				0				0				0				0				0

								計 ケイ		▲ 1				▲ 55				▲ 117				▲ 117				▲ 117				80

										ok				ok				ok				ok				ok				ok





&8&F&A&D&T




使・手

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.10																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ				7,927		-3.0%		7,810

SS17081274: R2→R3の減　▲117百万円
・教育：美術館企画展の減（▲90百万円）
・警察：免許手数料の減（▲13百万円）		-1.5%		7,753		-0.7%		7,727		-0.3%		7,844		1.5%				-100.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ								(▲ 249)				(▲ 117)				(▲ 56)				(▲ 27)				(117)				(▲ 7,844)

										7,927		-3.0%		7,810		-1.5%		7,753		-0.7%		7,727		-0.3%		7,844		1.5%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		7		-24.5%		4		-49.4%		4		0.0%		4		0.0%		4		0.0%				-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		7,919		-3.0%		7,806		-1.4%		7,750		-0.7%		7,723		-0.3%		7,840		1.5%				-100.0%

								一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				0.1%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

						特財の積上→ トク ザイ ツミア		人件費 ジンケンヒ		3,129		-0.5%		3,131		0.1%		3,133		0.1%		3,133		0.0%		3,133		0				ERROR:#DIV/0!

								物件費 ブッケン ヒ		3,297		-5.9%		3,131		-5.0%		3,021		-3.5%		2,941		-2.7%		3,002		2.1%				ERROR:#DIV/0!

								維持修繕費 イジ シュウゼンヒ		1,338		18.4%		1,387		3.7%		1,439		3.7%		1,493		3.7%		1,548		0.0372356124				ERROR:#DIV/0!

								扶助費 フジョヒ		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								補助費等 ホジョ ヒ トウ		155		-60.0%		155		0.1%		155		0.1%		156		0.1%		156		0.0010471742				ERROR:#DIV/0!

								普通建設（単独） フツウ ケンセツ タンドク		1		204.7%		1		-0.9%		1		-22.7%		1		-10.5%		1		-0.0326672808				ERROR:#DIV/0!

								計 ケイ		7,919		-3.0%		7,806		-1.4%		7,750		-0.7%		7,723		-0.3%		7,840		1.5%				ERROR:#DIV/0!

										0				0				0				0				0				0

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R1、R2はフレームから。R3以降は各課推計。震災減免は動向不透明なため、減免戻り分は見込まない。（12百万円／年：R1復興事業量調査） イコウ カクカ スイケイ シンサイ ゲンメン ドウコウ フトウメイ ゲンメン モド ブン ミコ ヒャクマンエン ネン フッコウ ジギョウ リョウ チョウサ

				・		一般財源扱いは予算編成システムを用いて各使用料が一財扱かどうかを確認の上積算。手数料は全て特定財源とする。 イッパン ザイゲン アツカ ヨサン ヘンセイ モチ カク シヨウリョウ イチザイ アツカ カクニン ウエ セキサン テスウリョウ スベ トクテイ ザイゲン

						各課推計から使用料手数料総額を推計→一財を推計→各歳出（物件費以外）における特財としての使用料手数料を算出→「特財総額―物件費以外の特財」で物件費を算出 カクカ スイケイ シヨウリョウ テスウリョウ ソウガク スイケイ イチザイ スイケイ カクサイシュツ ブッケンヒ イガイ トク ザイ シヨウリョウ テスウリョウ サンシュツ トク ザイ ソウガク ブッケンヒ イガイ トク ザイ ブッケンヒ サンシュツ





				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ				7,494		ERROR:#REF!		8,060		7.5%		8,045		-0.2%		8,014		-0.4%		8,142		1.6%		8,119		-0.3%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ								ERROR:#REF!				(566)				(▲ 15)				(▲ 31)				(129)				(▲ 24)

										7,494		ERROR:#REF!		8,060		7.5%		8,045		-0.2%		8,014		-0.4%		8,142		1.6%		8,119		-0.3%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		8		ERROR:#REF!		187		2310.6%		186		-0.5%		186		0.0%		186		0.0%		186		-0.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		7,487		ERROR:#REF!		7,873		5.2%		7,859		-0.2%		7,828		-0.4%		7,957		1.6%		7,933		-0.3%

								一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				0.1%				2.3%				2.3%				2.3%				2.3%				2.3%

						特財の積上→ トク ザイ ツミア		人件費 ジンケンヒ		2,996		ERROR:#REF!		3,008		0.4%		3,010		0.1%		3,014		0.1%		3,010		-0.1%		3,010		0

								物件費 ブッケン ヒ		3,127		ERROR:#REF!		3,372		7.8%		3,313		-1.8%		3,234		-2.4%		3,320		2.7%		3,249		-2.2%

								維持修繕費 イジ シュウゼンヒ		1,258		ERROR:#REF!		1,312		4.3%		1,355		3.3%		1,399		3.3%		1,445		3.3%		1,493		0.0328500119

								扶助費 フジョヒ		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								補助費等 ホジョ ヒ トウ		105		ERROR:#REF!		180		71.6%		180		0.1%		180		0.1%		180		0.1%		181		0.0007094557

								普通建設（単独） フツウ ケンセツ タンドク		1		ERROR:#REF!		1		75.9%		2		27.1%		1		-38.7%		1		0.0%		1		0

								計 ケイ		7,487		ERROR:#REF!		7,873		5.2%		7,859		-0.2%		7,828		-0.4%		7,957		1.6%		7,933		-0.3%



				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R2、R3はフレームから。R4以降は各課推計。震災減免の戻り分のうち、県立学校授業料等は基金繰入金（学び基金）で計上。それ以外は不透明なこともあり見込まない。 イコウ カクカ スイケイ シンサイ ゲンメン モド ブン ケンリツ ガッコウ ジュギョウリョウ トウ キキン クリイレ キン マナ キキン ケイジョウ イガイ フトウメイ ミコ

				・		一般財源扱いは予算編成システムを用いて各使用料が一財扱かどうかを確認の上積算。手数料は豚熱ワクチンのみ一般財源扱いがあり、R3の当該額（174,033千円）をR4以降横置き。 イッパン ザイゲン アツカ ヨサン ヘンセイ モチ カク シヨウリョウ イチザイ アツカ カクニン ウエ セキサン テスウリョウ ブタネツ イッパンザイゲンアツカ トウガイ ガク センエン イコウヨコオ

				・		各課推計から使用料手数料総額を推計→一財を推計→各歳出（物件費以外）における特財としての使用料手数料を算出→「特財総額―物件費以外の特財」で物件費を算出。 カクカ スイケイ シヨウリョウ テスウリョウ ソウガク スイケイ イチザイ スイケイ カクサイシュツ ブッケンヒ イガイ トク ザイ シヨウリョウ テスウリョウ サンシュツ トク ザイ ソウガク ブッケンヒ イガイ トク ザイ ブッケンヒ サンシュツ





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ				▲ 432				250				292				287				299				8,119

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0









				使用料及び手数料 シヨウリョウ オヨ テスウリョウ

										▲ 432				250				292				287				299				8,119

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		0				183				182				182				182				186

								特定財源 トクテイ ザイゲン		▲ 433				67				109				105				117				7,933

								一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ

						特財の積上→ トク ザイ ツミア		人件費 ジンケンヒ		▲ 133				▲ 123				▲ 124				▲ 120				▲ 124				3,010

								物件費 ブッケン ヒ		▲ 169				241				292				293				318				3,249

								維持修繕費 イジ シュウゼンヒ		▲ 80				▲ 76				▲ 84				▲ 93				▲ 103				1,493

								扶助費 フジョヒ		0				0				0				0				0				0

								補助費等 ホジョ ヒ トウ		▲ 50				25				25				25				25				181

								普通建設（単独） フツウ ケンセツ タンドク		▲ 0				0				1				0				0				1

								計 ケイ		▲ 433				67				109				105				117				7,933

										0				0				0				▲ 0				0				0



&8&F&A&D&T




交安

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.10																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン				383		13.9%		383		0.0%		383		0.0%		383		0.0%		383		0.0%				-100.0%

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン								(394)				(0)				(0)				(0)				(0)				(▲ 394)

										394		ERROR:#DIV/0!		394		0.0%		394		0.0%		394		0.0%		394		0.0%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		394		ERROR:#DIV/0!		394		0.0%		394		0.0%		394		0.0%		394		0.0%				-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降R2と同額 イコウ ドウガク

















				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.18																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン				372		ERROR:#REF!		377		1.2%		377		0.0%		377		0.0%		377		0.0%		377		0.0%

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン								ERROR:#REF!				(5)				(0)				(0)				(0)				(0)

										372		ERROR:#REF!		377		1.2%		377		0.0%		377		0.0%		377		0.0%		377		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		372		ERROR:#REF!		377		1.2%		377		0.0%		377		0.0%		377		0.0%		377		0.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降R2と同額 イコウ ドウガク

















				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン				▲ 11				▲ 6				▲ 6				▲ 6				▲ 6				377

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

				交通安全対策特別交付金 コウツウ アンゼン タイサク トクベツ コウフキン

										▲ 22				▲ 17				▲ 17				▲ 17				▲ 17				377

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 22				▲ 17				▲ 17				▲ 17				▲ 17				377

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0





&8&F&A&D&T




財収

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				財産収入 ザイサン シュウニュウ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				44067																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						財産運用収入 ザイサン ウンヨウ シュウニュウ				165		22.2%		161		-2.7%		160		-0.2%		160		-0.1%		160		-0.1%				-100.0%

						財産売払収入 ザイサン ウリハラ シュウニュウ				844		-8.2%		844		0.0%		844		0.0%		844		0.0%		844		0.0%				-100.0%

						未利用地処分 ミリヨウチ ショブン						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						資産株売却 シサン カブ バイキャク						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						～調整～ チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				財産収入 ザイサン シュウニュウ								(▲ 46)				(▲ 4)				(▲ 0)				(▲ 0)				(▲ 0)				(▲ 1,004)

										1,009		-4.3%		1,004		-0.4%		1,004		-0.0%		1,004		-0.0%		1,004		-0.0%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		443		11.9%		443		-0.1%		451		2.0%		454		0.6%		454		0.0%				-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		566		-14.0%		562		-0.7%		553		-1.6%		550		-0.5%		550		-0.0%				-100.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				43.9%				44.1%				44.9%				45.2%				45.2%

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								人件費 ジンケンヒ		15				15				16				16				16

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ		42				42				32				29				28

								物件費 ブッケンヒ		457				457				457				457				457

								補助費等 ホジョヒトウ		22				22				22				22				22

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		22				23				24				25				25

								積立金 ツミタテ キン		6				2				1				1				1

								計 ケイ		566		ok		562		ok		553		ok		550		ok		550		ok

				・		R3以降、財産運用収入は積立金の財源と連動（震災分は全てこちらに寄せる）。財産売払い収入はR2横置き。 イコウ ザイサン ウンヨウ シュウニュウ ツミタテ キン ザイゲン レンドウ シンサイ ブン スベ ヨ ザイサン ウリハラ シュウニュウ ヨコオ



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						財産運用収入 ザイサン ウンヨウ シュウニュウ				45.459		ERROR:#REF!		156.382		244.0%		159		1.6%		159		-0.0%		159		-0.0%		159		-0.0%

						財産売払収入 ザイサン ウリハラ シュウニュウ				1,023.634		ERROR:#REF!		843.972		-17.6%		844		0.0%		844		0.0%		844		0.0%		844		0.0%

						未利用地処分 ミリヨウチ ショブン

 : 未利用地処分は、財産売払収入に含める。						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						資産株売却 シサン カブ バイキャク						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						～調整～ チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				財産収入 ザイサン シュウニュウ								ERROR:#REF!				(▲ 69)				(3)				(▲ 0)				(▲ 0)				(▲ 0)

										1,069		ERROR:#REF!		1,000		-6.4%		1,003		0.3%		1,003		-0.0%		1,003		-0.0%		1,003		-0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		582		ERROR:#REF!		482		-17.0%		472		-2.2%		489		3.7%		488		-0.1%		488		-0.2%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		488		ERROR:#REF!		518		6.2%		531		2.6%		514		-3.3%		515		0.1%		515		0.1%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				54.4%				48.2%				47.0%				48.8%				48.7%				48.6%

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								人件費 ジンケンヒ		15				17				18				18				18				18

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ		57				37				47				29				29				29

								物件費 ブッケンヒ		378				426				426				426				426				426

								補助費等 ホジョヒトウ		7				13				13				13				13				13

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		21				22				22				23				24				25

								積立金 ツミタテ キン		8				3				6				6				6				6

								計 ケイ		488		ok		518		ok		531		ok		514		ok		515		ok		515		ok

				・		R4以降、財産運用収入は積立金の財源と連動（震災分は便宜上全てこちらに寄せる）。財産売払い収入はR3横置き。 イコウ ザイサン ウンヨウ シュウニュウ ツミタテ キン ザイゲン レンドウ シンサイ ブン ベンギジョウ スベ ヨ ザイサン ウリハラ シュウニュウ ヨコオ



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						財産運用収入 ザイサン ウンヨウ シュウニュウ				▲ 120				▲ 4				▲ 1				▲ 1				▲ 1				159

						財産売払収入 ザイサン ウリハラ シュウニュウ				180				0				0				0				0				844

						未利用地処分 ミリヨウチ ショブン				0				0				0				0				0				0

						資産株売却 シサン カブ バイキャク				0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

				財産収入 ザイサン シュウニュウ

										60				▲ 4				▲ 1				▲ 1				▲ 1				1,003

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		139				40				20				35				35				488

								特定財源 トクテイ ザイゲン		▲ 78				▲ 44				▲ 22				▲ 36				▲ 36				515

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								人件費 ジンケンヒ		▲ 0				2				2				2				2				18

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ		15				▲ 5				14				▲ 0				1				29

								物件費 ブッケンヒ		▲ 79				▲ 31				▲ 31				▲ 31				▲ 31				426

								補助費等 ホジョヒトウ		▲ 15				▲ 10				▲ 10				▲ 10				▲ 10				13

								維持補修費 イジ ホシュウ ヒ		▲ 1				▲ 1				▲ 1				▲ 2				▲ 2				25

								積立金 ツミタテ キン		2				2				5				5				5				6

								計 ケイ		▲ 78		ok		▲ 44		ok		▲ 22		ok		▲ 36		ok		▲ 36		ok		515		ok





&8&F&A&D&T




寄附

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				寄附金 キフキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.10																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						衛生寄附金（環境保全協力金） エイセイ キフキン カンキョウ ホゼン キョウリョク キン				22.001		-38.5%		22.001		0.0%		22.001		0.0%		22.001		0.0%		22.001		0.0%				-100.0%

						商工寄附金 ショウコウ キフキン				0.001		-100.0%		0.001		0.0%		0.001		0.0%		0.001		0.0%		0.001		0.0%				-100.0%

						総務寄附金（ふるさと岩手応援寄付） ソウム キフキン イワテ オウエン キフ				74.089		12.1%		74.089		0.0%		74.089		0.0%		74.089		0.0%		74.089		0.0%				-100.0%

						土地開発公社剰余金 トチ カイハツ コウシャ ジョウヨ キン						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						～調整～ チョウセイ						-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				寄附金 キフキン								(▲ 51)				(0)				(0)				(0)				(0)				(▲ 96)

										96.091		-34.8%		96.091		0.0%		96.091		0.0%		96.091		0.0%		96.091		0.0%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		74		-0		74		0		74		0		74		0		74		0				-100.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		22		-39.8%		22		-0.0%		22		-0.0%		22		-0.0%		22		-0.0%				-100.0%

								一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				77.1%				77.1%				77.1%				77.1%				77.1%



								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								補助費等 ホジョ ヒ トウ		22				22				22				22				22

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		0				0				0				0				0

								物件費 ブッケンヒ		0				0				0				0				0

								投資出資金 トウシシュッシキン		0				0				0				0				0

								積立金 ツミタテ キン		0				0				0				0				0

								小計 ショウケイ		22				22				22				22				22

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降、R2当初と同額（震災分は学び希望基金（総務寄附金）） イコウ トウショ ドウガク シンサイ ブン マナ キボウ キキン ソウム キフキン





				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.18																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						衛生寄附金（環境保全協力金他） エイセイ キフキン カンキョウ ホゼン キョウリョク キン ホカ				63.655		ERROR:#REF!		23.501		-63.1%		23.501		0.0%		23.501		0.0%		23.501		0.0%		23.501		0.0%

						商工寄附金 ショウコウ キフキン				5.670		ERROR:#REF!		50.001		781.9%		50.001		0.0%		50.001		0.0%		50.001		0.0%		50.001		0.0%

						総務寄附金（ふるさと岩手応援寄付） ソウム キフキン イワテ オウエン キフ				81.272		ERROR:#REF!		75.150		-7.5%		75.150		0.0%		75.150		0.0%		75.150		0.0%		75.150		0.0%

						土地開発公社剰余金 トチ カイハツ コウシャ ジョウヨ キン						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						その他の寄附金 タ キフキン						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				寄附金 キフキン								ERROR:#REF!				(▲ 2)				(0)				(0)				(0)				(0)

										150.597		ERROR:#REF!		148.652		-1.3%		148.652		0.0%		148.652		0.0%		148.652		0.0%		148.652		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		120.384		ERROR:#REF!		75.151		-0		75.151		-0		75.151		0		75.151		0		75.151		0

								特定財源 トクテイ ザイゲン		30.213		ERROR:#REF!		73.501		143.3%		73.501		0.0%		73.501		-0.0%		73.501		0.0%		73.501		0.0%

								一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				79.9%				50.6%				50.6%				50.6%				50.6%				50.6%



								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								補助費等 ホジョ ヒ トウ		25				24				24				24				24				24

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		1				0				0				0				0				0

								物件費 ブッケンヒ		1				0				0				0				0				0

								投資出資金 トウシシュッシキン		3				50				50				50				50				50

								積立金 ツミタテ キン		0				0				0				0				0				0

								小計 ショウケイ		30				74				74				74				74				74

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R4以降、R3当初と同額（震災分は学び希望基金（総務寄附金））　商工寄附金は産業人財奨学金返還支援基金出捐金への特財で、R3から当初予算に計上することとなったもの。 イコウ トウショ ドウガク シンサイ ブン マナ キボウ キキン ソウム キフキン ショウコウキフキン サンギョウ ジン ザイ ショウガクキン ヘンカン シエン キキン シュツエン キン トク ザイ トウショ ヨサン ケイジョウ





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						衛生寄附金（環境保全協力金） エイセイ キフキン カンキョウ ホゼン キョウリョク キン				42				2				2				2				2				24

						商工寄附金 ショウコウ キフキン				6				50				50				50				50				50

						総務寄附金（ふるさと岩手応援寄付） ソウム キフキン イワテ オウエン キフ				7				1				1				1				1				75

						土地開発公社剰余金 トチ カイハツ コウシャ ジョウヨ キン				0				0				0				0				0				0

						～調整～ チョウセイ				0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

				寄附金 キフキン

										55				53				53				53				53				149

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		46				1				1				1				1				75

								特定財源 トクテイ ザイゲン		8				52				52				52				52				74

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ

				・

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								補助費等 ホジョ ヒ トウ		3				2				2				2				2				24

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		1				0				0				0				0				0

								物件費 ブッケンヒ		1				0				0				0				0				0

								投資出資金 トウシシュッシキン		3				50				50				50				50				50

								積立金 ツミタテ キン		0				0				0				0				0				0

								小計 ショウケイ		8.213				52				52				52				52				74

										0				0				0				0				0				ok



&8&F&A&D&T




繰入

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				繰入金 クリイレ キン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				44067																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						特別会計繰入金 トクベツ カイケイ クリイレ キン

Z010429: 各課回答数値の積上げ				336		0.9%		163		-51.3%		105		-35.9%		81		-23.0%		62		-2.6%				11.2%

						電気事業会計繰入金（クリエネ：特財） デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン トク ザイ				27		39.4%		30		11.6%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						電気事業会計繰入金（復興：一財） デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン フッコウ イチザイ				78		-48.1%		100		28.6%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						基金繰入金 キキン クリイレ キン				4,635		-30.4%		4,429		-4.5%		4,124		-6.9%		4,221		2.3%		3,766		-13.1%				1.4%

						　①事業充当以外（財源対策等） ジギョウ ジュウトウ イガイ ザイゲン タイサク トウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						　②事業充当 ジギョウ ジュウトウ				4,635		-30.4%		4,429		-4.5%		4,124		-6.9%		4,221		2.3%		3,766		-13.1%				1.4%

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				繰入金 クリイレ キン								(▲ 2,081)				(▲ 354)				(▲ 494)				(73)				(▲ 878)				(231)

										5,076		-29.1%		4,722		-7.0%		4,229		-10.5%		4,301		1.7%		3,828		-12.3%				2.5%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		413		-14.3%		263		-36.3%		105		-60.3%		81		-23.0%		62		-2.6%				11.2%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		4,662		-30.1%		4,459		-4.4%		4,124		-7.5%		4,221		2.3%		3,766		-13.1%				1.4%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				8.1%				5.6%				2.5%				1.9%				8.4%				ERROR:#DIV/0!

						※特財内訳 トク ザイ ウチワケ		人件費 ジンケン ヒ		56				56				56				56				56

								維持補修費 ヒ		0				0				0				0				0				0

								扶助費 フジョヒ		1				0				0				0				0				0

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		2,321				2,301				1,778				1,591				1,539

								物件費 ブッケンヒ		601				344				344				352				352

								補助費等 ホジョヒトウ		1,377				1,452				1,640				1,916				1,512

								公債費 コウサイヒ		1				1				1				1				1

								積立金 ツミタテ キン		0				0				0				0				0

								貸付金 カシツケ キン		305				305				305				305				305

								計 ケイ		4,662				4,459				4,124				4,221				3,766

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				・		特別会計のR3以降は各課推計（下水道込み）。電気事業会計からの繰入金（クリエネ・復興パワー）は、現状行うこととなっているR3までとする（額は企業局に確認）。 トクベツ カイケイ イコウ カクカ スイケイ ゲスイドウ コ デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン フッコウ ゲンジョウ オコナ ガク キギョウ キョク カクニン



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						特別会計繰入金 トクベツ カイケイ クリイレ キン				663		ERROR:#REF!		149

SS17081274: 学び基金からの繰入11.495が含まれており、R4以降横置きで加算
（使手震災減免への充当で、一般財源扱）		-77.5%		100		-32.8%		69		-31.4%		53		-23.3%		51		-2.3%

						電気事業会計繰入金（クリエネ：特財） デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン トク ザイ				20		ERROR:#REF!		30		53.4%		30		0.0%		30		0.0%		30		0.0%		30		0.0%

						電気事業会計繰入金（復興：一財） デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン フッコウ イチザイ				67

SS17081274: 震災分25を控除		ERROR:#REF!		93

SS17081274: 震災分12.818を控除		38.0%		93		0.0%		93		0.0%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!

						基金繰入金 キキン クリイレ キン				3,329		ERROR:#REF!		4,014		20.6%		4,744		18.2%		4,490		-5.4%		3,892		-13.3%		3,880		-0.3%

						　①事業充当：一財 ジギョウ ジュウトウ イチザイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						　②事業充当 ジギョウ ジュウトウ				3,329		ERROR:#REF!		4,014		20.6%		4,744		18.2%		4,490		-5.4%		3,892		-13.3%		3,880		-0.3%

						流域下水道繰入金（一般財源） リュウイキゲスイドウクリイレキン イッパンザイゲン						ERROR:#REF!		180		ERROR:#DIV/0!		180		0.0%		180		0.0%		180		0.0%		180		0.0%

				繰入金 クリイレ キン								ERROR:#REF!				(388)				(681)				(▲ 286)				(▲ 707)				(▲ 13)

										4,079		ERROR:#REF!		4,467		9.5%		5,148		15.2%		4,862		-5.5%		4,155		-14.5%		4,142		-0.3%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		730		ERROR:#REF!		422		-42.2%		373		-11.6%		342		-8.4%		233		-31.8%		232		-0.5%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		3,349		ERROR:#REF!		4,045		20.8%		4,774		18.0%		4,520		-5.3%		3,923		-13.2%		3,910		-0.3%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				17.9%				9.4%				7.2%				7.0%				5.6%				5.6%

						※特財内訳 トク ザイ ウチワケ		人件費 ジンケン ヒ		47				63				63				63				63				63

								維持補修費 ヒ		0				0				0				0				0				0

								扶助費 フジョヒ		1				0				0				0				0				0

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		1,382				1,295				1,646				1,010				1,010				1,010

								物件費 ブッケンヒ		506				818				347				352				342				328

								補助費等 ホジョヒトウ		1,099				1,495				2,345				2,722				2,134				2,136

								公債費 コウサイヒ		0				1				1				1				1				1

								積立金 ツミタテ キン		9				0				0				0				0				0

								貸付金 カシツケ キン		304				373				373				373				373				373

								計 ケイ		3,349				4,045				4,774				4,520				3,923				3,910

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				・		特別会計のR4以降は各課推計。電気事業会計からの繰入金のうち、クリエネは当面継続、復興パワーは１回継続を見越してR5までとする。額は横置き（10億の増額は、現時点では加味しない）。流下はR3横置き。 トクベツ カイケイ イコウ カクカ スイケイ デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン トウメンケイゾク フッコウ カイ ケイゾク ミコ ガク ヨコオ オク ゾウガク ゲンジテン カミ リュウカ ヨコオ



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						特別会計繰入金 トクベツ カイケイ クリイレ キン				327				▲ 14				▲ 5				▲ 12				▲ 9				51

						電気事業会計繰入金（クリエネ：特財） デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン トク ザイ				▲ 7				0				30				30				30				30

						電気事業会計繰入金（復興：一財） デンキ ジギョウ カイケイ クリイレ キン フッコウ イチザイ				▲ 11				▲ 7				93				93				0				0

						基金繰入金 キキン クリイレ キン				▲ 1,307				▲ 414				620				269				126				3,880

						　①財源対策 ザイゲン タイサク				0				0				0				0				0				0

						　②事業充当 ジギョウ ジュウトウ				▲ 1,307				▲ 414				620				269				126				3,880

										0				180				180				180				180				180

				繰入金 クリイレ キン

										▲ 997				▲ 255				919				561				328				4,142

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		317				159				268				261				171				232

								特定財源 トクテイ ザイゲン		▲ 1,314				▲ 414				651				300				157				3,910

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ

						※特財内訳 トク ザイ ウチワケ		人件費 ジンケン ヒ		▲ 9				7				7				7				7				63

								維持補修費 ヒ		0				0				0				0				0				0

								扶助費 フジョヒ		0				0				0				0				0				0

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		▲ 939				▲ 1,006				▲ 132				▲ 582				▲ 530				1,010

								物件費 ブッケンヒ		▲ 94				474				3				0				▲ 10				328

								補助費等 ホジョヒトウ		▲ 279				43				705				806				622				2,136

								公債費 コウサイヒ		▲ 1				0				0				0				0				1

								積立金 ツミタテ キン		9				0				0				0				0				0

								貸付金 カシツケ キン		▲ 1				68				68				68				68				373

								計 ケイ		▲ 1,314				▲ 414				651				300				157				3,910

										ok				▲ 0				▲ 0				▲ 0				ok				ok





&8&F&A&D&T




繰越

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				繰越金 クリコシ キン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.10																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						繰越金 クリコシ キン				0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				繰越金 クリコシ キン								(0)				(0)				(0)				(0)				(0)				(0)

										0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ								ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				・		見込まないものとして推計 ミコ スイケイ





				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.18																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						繰越金 クリコシ キン						ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				繰越金 クリコシ キン								ERROR:#REF!				(0)				(0)				(0)				(0)				(0)

										0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		0.0		ERROR:#REF!		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!		0.0		ERROR:#DIV/0!

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ								ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				・		見込まないものとして推計（最終的にこの表とは別のところで調整） ミコ スイケイ サイシュウテキ ヒョウ ベツ チョウセイ





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						繰越金 クリコシ キン				0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

				繰越金 クリコシ キン

										0				0				0				0				0				0

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		0				0				0				0				0				0

								特定財源 トクテイ ザイゲン		0				0				0				0				0				0

































































































































































































































































































































&8&F&A&D&T




諸収

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳入 サイニュウ				諸収入 ショ シュウニュウ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				44067																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

				1		延滞金、加算金及び過料 エンタイ キン カサンキン オヨ カリョウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				2		預金利子 ヨキン リシ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				3		公営企業貸付金元利収入 コウエイ キギョウ カシツケ キン ガンリ シュウニュウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				4		貸付金元利収入 カシツケ キン ガンリ シュウニュウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				5		受託事業収入 ジュタク ジギョウ シュウニュウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				6		収益事業収入 シュウエキ ジギョウ シュウニュウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				7		利子割精算金収入 リシ ワ セイサンキン シュウニュウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				8		雑入 ザツ ニュウ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				諸収入 ショ シュウニュウ								(6,844)				(▲ 23)				(▲ 702)				(▲ 243)				-32126.9%				(101)

										56,750		13.7%		56,727		-0.0%		56,025		-1.2%		55,783		-0.4%		55,725		-0.6%				0.2%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		4,385		8.5%		4,385		0.0%		4,385		0.0%		4,385		0.0%		4,385		0.0%				0.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		52,365		14.2%		52,342		-0.0%		51,641		-1.3%		51,398		-0.5%		51,340		-0.6%				0.2%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→				7.7%				7.7%				7.8%				7.9%				0.0829078569

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								人件費 ジンケン ヒ		651				652				652				652				652

								扶助費 フジョヒ		210				212				213				214				215

								公債費 コウサイ ヒ		26				26				26				26				26

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		3,173				3,144				2,430				2,175				2,104

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウヒ		0				0				0				0				0

								物件費 ブッケンヒ		1,003				1,003				1,003				1,003				1,003

								補助費等 ホジョヒトウ		730				731				732				733				734

								維持補修費 イジホシュウヒ		257				266				276				287				297

								積立金 ツミタテ キン		45				38				38				38				38

								貸付金 カシツケ キン		46,271				46,271				46,271				46,271				46,271

								計 ケイ		52,365				52,342				51,641				51,398				51,340

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				・		一財→震災分の終了を加味し、災害援護資金貸付委金元利収入と東電賠償金を予算資料から抜き出し、フレームの一般財源（合計）から控除。R3以降は横置き。　　特財→積上げ。 イチザイ シンサイ ブン シュウリョウ カミ サイガイ エンゴ シキン カシツケ イ キン ガンリ シュウニュウ トウデン バイショウキン ヨサン シリョウ ヌ ダ イッパン ザイゲン ゴウケイ コウジョ イコウ ヨコオ トク ザイ ツミア



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

				1		延滞金、加算金及び過料 エンタイ キン カサンキン オヨ カリョウ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				2		預金利子 ヨキン リシ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				3		公営企業貸付金元利収入 コウエイ キギョウ カシツケ キン ガンリ シュウニュウ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				4		貸付金元利収入のうち医療局長貸 カシツケ キン ガンリ シュウニュウ イリョウキョク チョウカシ						ERROR:#REF!		1,000		ERROR:#DIV/0!				-100.0%				ERROR:#DIV/0!		1,000		ERROR:#DIV/0!		1,000		0.0%

				5		受託事業収入 ジュタク ジギョウ シュウニュウ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				6		収益事業収入 シュウエキ ジギョウ シュウニュウ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				7		利子割精算金収入 リシ ワ セイサンキン シュウニュウ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				8		雑入 ザツ ニュウ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				諸収入 ショ シュウニュウ								ERROR:#REF!				(473)				(▲ 617)				(▲ 657)				(1,011)				(12)

										49,545		ERROR:#REF!		50,018		1.0%		49,401		-1.2%		48,744		-1.3%		49,754		2.1%		49,766		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		4,138		ERROR:#REF!		4,074		-1.6%		3,074		-24.5%		3,074		0.0%		4,074		32.5%		4,074		0.0%

								特定財源 トクテイ ザイゲン		45,407		ERROR:#REF!		45,945		1.2%		46,327		0.8%		45,670		-1.4%		45,680		0.0%		45,692		0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				8.4%				8.1%				6.2%				6.3%				8.2%				8.2%

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								人件費 ジンケン ヒ		694				674				675				676				675				675

								扶助費 フジョヒ		211				206				208				209				210				212

								公債費 コウサイ ヒ		24				39				39				39				39				39

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		2,774				1,362				1,732				1,062				1,062				1,062

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウヒ		0				0				0				0				0				0

								物件費 ブッケンヒ		797				922				924				924				924				924

								補助費等 ホジョヒトウ		699				674				675				676				677				678

								維持補修費 イジホシュウヒ		249				264				273				282				291				301

								積立金 ツミタテ キン		80				38				38				38				38				38

								貸付金 カシツケ キン		39,877

SS17081274: R3が伸びたように見えるが、実際にはR2_2月補正で△6,388百万円（制度融資の実績見合い）				41,764				41,764				41,764				41,764				41,764

								計 ケイ		45,407				45,945				46,327				45,670				45,680				45,692

										ok				ok				ok				ok				ok				ok

				・		一財→R4以降は、医療局の長貸の償還を除きR3横置き。震災分（災害援護資金貸付金元利収入（震災分）と東電賠償金）を戻すタイミングは来年度以降考慮（R8か？）。　　特財→積上げ。 イチザイ イコウ イリョウ チョウ カシ ショウカン ノゾ ヨコオ シンサイ ブン サイガイ エンゴ シキン カシツケ キン ガンリ シュウニュウ シンサイブン トウデン バイショウキン モド ライネンドイコウコウリョ トク ザイ ツミア



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

				諸収入 ショ シュウニュウ

										▲ 7,205				▲ 6,709				▲ 6,624				▲ 7,039				▲ 5,970				49,766

				財源区分 ザイゲン クブン				一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 247				▲ 311				▲ 1,311				▲ 1,311				▲ 311				4,074

								特定財源 トクテイ ザイゲン		▲ 6,958				▲ 6,398				▲ 5,313				▲ 5,728				▲ 5,659				45,692

				推計方法 スイケイ ホウホウ				一財の割合→ イチ ザイ ワリアイ				3.4%				4.6%				19.8%				18.6%				5.2%				8.2%

								※特財内訳 トク ザイ ウチワケ

								人件費 ジンケン ヒ		43				23				23				23				23				675

								扶助費 フジョヒ		1				▲ 5				▲ 5				▲ 5				▲ 5				212

								公債費 コウサイ ヒ		▲ 1				14				14				14				14				39

								普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウヒ		▲ 398				▲ 1,782				▲ 698				▲ 1,113				▲ 1,042				1,062

								災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウヒ		0				0				0				0				0				0

								物件費 ブッケンヒ		▲ 206				▲ 81				▲ 79				▲ 79				▲ 79				924

								補助費等 ホジョヒトウ		▲ 31				▲ 56				▲ 57				▲ 57				▲ 57				678

								維持補修費 イジホシュウヒ		▲ 8				▲ 2				▲ 3				▲ 5				▲ 6				301

								積立金 ツミタテ キン		35				0				0				0				0				38

								貸付金 カシツケ キン		▲ 6,393				▲ 4,507				▲ 4,507				▲ 4,507				▲ 4,507				41,764

								計 ケイ		▲ 6,958				▲ 6,398				▲ 5,313				▲ 5,728				▲ 5,659				45,692

										ok				ok				ok				ok				ok				ok





&8&F&A&D&T




人件

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				人件費 ジンケンヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.12																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

				人件費 ジンケンヒ				a		177,381		0.3%		178,854		0.8%		179,473		0.3%		180,444		0.5%		179,306		▲0.6%				0.1%

						退職手当除き タイショク テア ノゾ		a1		162,283		1.2%		162,691		0.3%		162,903		0.1%		163,013		0.1%		163,013		0.0%				0.0%

						退職手当 タイショク テア		a2		15,097		-8.5%		16,163		7.1%		16,570		2.5%		17,431		5.2%		16,292		▲6.5%				1.2%

						定年延長による退職手当積立 テイネンエンチョウ タイショクテアテ ツミタテ

				定 サダム		知事部局等 チジ ブキョク トウ				4,252人		1.5%		4,265人		0.3%		4,279人		0.3%		4,279人		0.0%		4,279人		0.0%				0.2%

				数 カズ		警察 ケイサツ				2,472人		0.0%		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%				0.0%

						教育委員会 キョウイク イイン カイ				11,874人		-1.9%		11,874人		0.0%		11,874人		0.0%		11,874人		0.0%		11,874人		0.0%				0.0%

				（4/1の状況） ジョウキョウ				計 ケイ		18,598人		-0.9%		18,611人		0.1%		18,625人		0.1%		18,625人		0.0%		18,625人		0.0%				0.1%

				人件費 ジンケンヒ								468				1,473				619				971				▲ 1,139				270

										177,381		0.3%		178,854		0.8%		179,473		0.3%		180,444		0.5%		179,306		▲0.6%				0.1%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		21,043		11.9%		21,057		11.8%		21,073		11.7%		21,073		11.7%		21,073		11.8%				11.6%

								分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%

								使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		3,129		1.8%		3,131		1.8%		3,133		1.7%		3,133		1.7%		3,133		1.7%				1.9%

								財産収入 ザイサン シュウニュウ		15		0.0%		15		0.0%		16		0.0%		16		0.0%		16		0.0%

								諸収入 ショ シュウニュウ		651		0.4%		652		0.4%		652		0.4%		652		0.4%		652		0.4%				0.3%

								繰入 ク イ		56		0.0%		56		0.0%		56		0.0%		56		0.0%		56		0.0%				0.0%

								県債 ケンサイ		700		0.4%		1,800		1.0%		2,200		1.2%		3,000		1.7%		1,900		1.1%				0.8%

								一般財源 イッパン ザイゲン		151,787		85.6%		152,143		85.1%		152,343		84.9%		152,514		84.5%		152,475		85.0%				85.4%



								うち退職手当て除きの一般財源→ タイショク テア ノゾ イッパン ザイゲン		137,389		84.7%		137,779		84.7%		137,973		84.7%		138,083		84.7%		138,083		84.7%				84.8%

										1,726				390				194				110				0

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		【退手除き】定数削減計画に基づく定数の伸び率を前年度退手除きに乗じる。【退手】勧奨等を一定数見込む。　→勧奨等退職者は過去の実績勘案であることから、定数の増減とは連動しない タイ テ ノゾ テイスウ サクゲン ケイカク モト テイスウ ノ リツ ゼンネンド タイ テ ノゾ ジョウ タイ テ カンショウ トウ イッテイスウ ミコ カンショウ トウ タイショク シャ カコ ジッセキ カンアン テイスウ ゾウゲン レンドウ

				・		定年延長が決まれば、R4以降影響（退手の減、退手除きの増）が出てくるが、現時点では決定していないことから考慮しない。 テイネン エンチョウ キ イコウ エイキョウ タイ テ ゲン タイ テ ノゾ ゾウ デ ゲンジテン ケッテイ コウリョ

				・		震災分の戻しは、震災特交（職員派遣等）がR3以降5年間継続となったことから、R7までは考えない。教員震災分（教員加配）も同様に考えない。 シンサイ ブン モド シンサイ トク コウ ショクイン ハケン トウ イコウ ネンカン ケイゾク カンガ キョウイン シンサイ ブン キョウイン カハイ ドウヨウ カンガ

				・		会計年度任用職員は、①期末勤勉手当の通年化に伴い、R3以降＋294百万円（全て一般財源） カイケイ ネンド ニンヨウ ショクイン キマツ キンベン テアテ ツウネンカ トモナ イコウ ヒャクマンエン スベ イッパン ザイゲン

				・		②共済費の範囲拡大に伴い、事業主負担（R4.10～、全国単年度180億円→本県単年度1.8億円）＋事務費負担金（R5～、本県単年度0.2億円）でR4に0.9億円、R5以降2.0億円を加算（全て一財） キョウサイ ヒ ハンイ カクダイ トモナ ジギョウヌシ フタン ゼンコク タンネンド オクエン ホンケン タンネンド オクエン ジム ヒ フタンキン ホンケン タンネンド オクエン オクエン イコウ オクエン カサン スベ イチザイ

				↑人件費担当のサマーレビュー結果を受けての措置 ジンケンヒ タントウ ケッカ ウ ソチ

				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.6																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

				人件費 ジンケンヒ				a		174,122		ERROR:#REF!		177,983		2.2%		178,469		0.3%		179,646		0.7%		180,236		0.3%		179,374		▲0.5%

						退職手当除き タイショク テア ノゾ

SS17081274: 会計年度任用職員分を含む		a1		159,475		ERROR:#REF!		161,463		1.2%		161,628		0.1%		161,896		0.2%		162,568		0.4%		162,508		▲0.0%

						退職手当 タイショク テア		a2		14,647		ERROR:#REF!		16,520		12.8%		16,841		1.9%		3,193		▲81.0%		17,668		453.4%		3,072		▲82.6%

						定年延長による退職手当積立 テイネンエンチョウ タイショクテアテ ツミタテ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		14,558		ERROR:#DIV/0!				▲100.0%		13,794		ERROR:#DIV/0!

				定 サダム		知事部局等 チジ ブキョク トウ				4,252人		ERROR:#REF!		4,312人		1.4%		4,324人		0.3%		4,350人		0.6%		4,324人		▲0.6%		4,324人		0.0%

				数 カズ		警察 ケイサツ				2,472人		ERROR:#REF!		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%		2,472人		0.0%

						教育委員会 キョウイク イイン カイ				11,874人		ERROR:#REF!		11,688人		▲1.6%		11,688人		0.0%		11,688人		0.0%		11,688人		0.0%		11,688人		0.0%

				（4/1の状況） ジョウキョウ				計 ケイ		18,598人		ERROR:#REF!		18,472人		▲0.7%		18,484人		0.1%		18,510人		0.1%		18,484人		▲0.1%		18,484人		0.0%

				人件費 ジンケンヒ								ERROR:#REF!				3,861				486				1,177				590				▲ 863

										174,122		ERROR:#REF!		177,983		2.2%		178,469		0.3%		179,646		0.7%		180,236		0.3%		179,374		▲0.5%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		20,672		11.9%		20,453		11.5%		20,466		11.5%		20,495		11.4%		20,466		11.4%		20,466		11.4%

								分担金負担金 ブンタンキン フタンキン				0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		2,996		1.7%		3,008		1.7%		3,010		1.7%		3,014		1.7%		3,010		1.7%		3,010		1.7%

								財産収入 ザイサン シュウニュウ		15		0.0%		17		0.0%		18		0.0%		18		0.0%		18		0.0%		18		0.0%

								諸収入 ショ シュウニュウ		694		0.4%		674		0.4%		675		0.4%		676		0.4%		675		0.4%		675		0.4%

								繰入 ク イ		47		0.0%		63		0.0%		63		0.0%		63		0.0%		63		0.0%		63		0.0%

								県債 ケンサイ		400		0.2%		1,800		1.0%		2,400		1.3%		3,100		1.7%		3,100		1.7%		2,300		1.3%

								一般財源 イッパン ザイゲン		149,298		85.7%		151,968		85.4%		151,838		85.1%		152,281		84.8%		152,905		84.8%		152,843		85.2%



								うち退職手当て除きの一般財源→ タイショク テア ノゾ イッパン ザイゲン		135,051		84.7%		137,248		85.0%		137,397		85.0%		152,188		94.0%		138,337		85.1%		152,071		93.6%

								前年比増減額 ゼンネンヒ ゾウゲンガク		ERROR:#REF!				2,197				149				14,791				△ 13,851				13,734

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		【退手除き】定数管理計画に基づく定数の伸び率を前年度退手除きに乗じる。定年延長の影響は採用数で調整する方針であるが、増分をR3人件費サマレビ資料から加算（R6に9.0億円、R7に8.4億円） タイ テ ノゾ テイスウ カンリ ケイカク モト テイスウ ノ リツ ゼンネンド タイ テ ノゾ ジョウ テイネンエンチョウ エイキョウ サイヨウスウ チョウセイ ホウシン ゾウブン ジンケンヒ シリョウ カサン オクエン オクエン

				・		【退手】定年延長によりR5、R7に減となる額（R3人件費サマレビ準拠）を積立として加算。勧奨等は一定数見込んでいるが、定数の増減とは連動しない（勧奨等退職者は過去の実績勘案のため）。 タイ テ テイネンエンチョウ ゲン ガク ジンケンヒ ジュンキョ ツミタテ カサン カンショウトウ イッテイスウミコ テイスウ ゾウゲン レンドウ カンショウトウタイショクシャ カコ ジッセキカンアン

				・		震災分の戻しは、職員派遣等、教員震災分（教員加配）ともR7までは考慮しない。                                                                  ↑県債平準化のため、退手債は発行する試算 シンサイ ブン モド ショクイン ハケン トウ キョウイン シンサイ ブン キョウイン カハイ コウリョ ケンサイ ヘイジュンカ タイ テ サイ ハッコウ シサン

				・		会計年度任用職員は、退手は各任命権者で積算。退手除きは定員の概念がないため、正規職員と併せて積算している。その上で、以下の影響を反映。(R2人件費サマレビから) カイケイ ネンド ニンヨウ ショクイン タイテ カクニンメイケンジャ セキサン タイテノゾ テイイン ガイネン セイキショクイン アワ セキサン ウエ イカ エイキョウ ハンエイ ジンケンヒ

						①共済費の範囲拡大に伴い、事業主負担（R4.10～、本県単年度0.6億円）　②事務費負担金（R5～、本県単年度0.35億円）でR4に0.6億円、R5以降1.0億円を加算（全て一財） キョウサイ ヒ ハンイ カクダイ トモナ ジギョウヌシ フタン ホンケン タンネンド オク エン ジム ヒ フタンキン ホンケン タンネンド オクエン オクエン イコウ オクエン カサン スベ イチザイ

				↑①、②は人件費担当から更に状況を確認して再調整すること ジンケンヒ タントウ サラ ジョウキョウ カクニン サイ チョウセイ

				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

				人件費 ジンケンヒ				a		▲ 3,259				▲ 871				▲ 1,004				▲ 798				931				179,374

						退職手当除き タイショク テア ノゾ		a1		▲ 2,808				▲ 1,227				▲ 1,275				▲ 1,118				▲ 445				162,508

						退職手当 タイショク テア		a2		▲ 451				356				271				▲ 14,238				1,376				3,072

						定年延長による退職手当積立 テイネンエンチョウ タイショクテアテ ツミタテ				0				0				0				14,558				0				13,794

				定 サダム		知事部局等 チジ ブキョク トウ				0				47				45				71				45				4,324

				数 カズ		警察 ケイサツ				0				0				0				0				0				2,472

						教育委員会 キョウイク イイン カイ				0				▲ 186				▲ 186				▲ 186				▲ 186				11,688

				（4/1の状況） ジョウキョウ				計 ケイ		0				▲ 139				▲ 141				▲ 115				▲ 141				18,484

				人件費 ジンケンヒ

										▲ 3,259				▲ 871				▲ 1,004				▲ 798				931				179,374

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		▲ 371				▲ 604				▲ 607				▲ 578				▲ 607				20,466

								分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		0				0				0				0				0				0

								使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		▲ 133				▲ 123				▲ 124				▲ 120				▲ 124				3,010

								財産収入 ザイサン シュウニュウ		▲ 0				2				2				2				2				18

								諸収入 ショ シュウニュウ		43				23				23				23				23				675

								繰入 ク イ		▲ 9				7				7				7				7				63

								県債 ケンサイ		▲ 300				0				200				100				1,200				2,300

								一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 2,489				▲ 175				▲ 505				▲ 233				430				152,843

								うち退職手当て除きの一般財源→ タイショク テア ノゾ イッパン ザイゲン		▲ 2,338				▲ 531				▲ 576				14,105				254				152,071







&8&F&A&D




扶助

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				扶助費 フジョヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.6.19																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						保健福祉部 ホケン フクシ ブ				10,860		-8.2%		10,962		0.9%		11,075		1.0%		11,190		1.0%		11,309		1.1%				1.3%

						教育委員会 キョウイク イイン カイ				638		12.8%		638		0.0%		638		0.0%		638		0.0%		638		0.0%				0.0%

						政策地域部 セイサクチイキブ				136		34.3%		136		0.0%		136		0.0%		136		0.0%		136		0.0%				-79.4%

						小計 ショウケイ				11,634		-6.9%		11,735		0.9%		11,848		1.0%		11,964		1.0%		12,082		1.0%				0.4%

								調整 チョウセイ				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				扶助費 フジョ ヒ								(▲ 860)				(101)				(113)				(116)				(119)				(47)

										11,634		-6.9%		11,735		0.9%		11,848		1.0%		11,964		1.0%		12,082		1.0%				0.4%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		6,114		52.6%		6,175		52.6%		6,244		52.7%		6,315		52.8%		6,388		52.9%				53.3%

								分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		12		0.1%		12		0.1%		12		0.1%		13		0.1%		13		0.1%				0.1%

								使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								繰入金 クリイレ キン		1		0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								諸収入 ショ シュウニュウ		210		1.8%		212		1.8%		213		1.8%		214		1.8%		215		1.8%				1.7%

								一般財源 イッパン ザイゲン		5,296		45.5%		5,336		45.5%		5,378		45.4%		5,422		45.3%		5,466		45.2%				44.9%

										-187				40				42				43.461				44.748

				推計方法 スイケイ ホウホウ						一財の増減↑ イチ ザイ ゾウゲン

				・		R2は当初予算ベース。R3以降は保健福祉部、教育委員会、ふるさと振興部の報告ベース（毎年１億円の伸びは旧精神通院医療70百万円、生活保護扶助費27百万円） トウショ ヨサン イコウ ホケン フクシ ブ キョウイク イインカイ シンコウ ブ ホウコク マイトシ オクエン ノ キュウセイシン ツウイン イリョウ ヒャクマンエン セイカツ ホゴ フジョヒ ヒャクマンエン

						R2がR1より減少しているのは、R1.11に児童扶養手当の支払いが四半期→隔月となり、R1は15か月分を計上した一方で、R2以降は12か月分の想定で試算したため ゲンショウ ジドウ フヨウ テアテ シハラ シハンキ カクゲツ ゲツブン ケイジョウ イッポウ イコウ ゲツブン ソウテイ シサン



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.17																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						保健福祉部 ホケン フクシ ブ				11,252		ERROR:#REF!		11,117		-1.2%		11,212		0.9%		11,309		0.9%		11,409		0.9%		11,510		0.9%

						教育委員会 キョウイク イイン カイ				516		ERROR:#REF!		754		46.2%		754		0.0%		754		0.0%		754		0.0%		754		0.0%

						ふるさと振興部 シンコウ ブ				100		ERROR:#REF!		185		84.2%		185		0.0%		185		0.0%		185		0.0%		185		0.0%

						小計 ショウケイ				11,868		ERROR:#REF!		12,055		1.6%		12,150		0.8%		12,248		0.8%		12,347		0.8%		12,448		0.8%

								調整 チョウセイ				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				扶助費 フジョ ヒ								ERROR:#REF!				(187)				(96)				(97)				(99)				(101)

										11,868		ERROR:#REF!		12,055		1.6%		12,150		0.8%		12,248		0.8%		12,347		0.8%		12,448		0.8%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		6,257		52.7%		6,294		52.2%		6,350		52.3%		6,408		52.3%		6,466		52.4%		6,525		52.4%

								分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		13		0.1%		13		0.1%		13		0.1%		13		0.1%		13		0.1%		13		0.1%

								使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								繰入金 クリイレ キン		1		0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!		→R2は救助費の保福の誤計上（本来は補助費等） キュウジョ ヒ ホ フク ゴケイジョウ ホンライ ホジョ ヒ トウ

								諸収入 ショ シュウニュウ		211		1.8%		206		1.7%		208		1.7%		209		1.7%		210		1.7%		212		1.7%

								一般財源 イッパン ザイゲン		5,386		45.4%		5,542		46.0%		5,579		45.9%		5,618		45.9%		5,658		45.8%		5,698		45.8%

														156				38				39				40				40

				推計方法 スイケイ ホウホウ										一財の増減↑ イチ ザイ ゾウゲン

				・		R3は当初予算ベース。R4以降は保健福祉部、教育委員会、ふるさと振興部の報告ベース（毎年１億円の伸びは旧精神通院医療35百万円、生活保護扶助費37百万円、障がい児保護措置費24百万円） トウショ ヨサン イコウ ホケン フクシ ブ キョウイク イインカイ シンコウ ブ ホウコク マイトシ オクエン ノ キュウセイシン ツウイン イリョウ ヒャクマンエン セイカツ ホゴ フジョヒ ヒャクマンエン ショウ ジ ホゴソチヒ ヒャクマンエン





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						保健福祉部 ホケン フクシ ブ				391				155				138				119				100				11,510

						教育委員会 キョウイク イイン カイ				▲ 122				116				116				116				116				754

						総務部 ソウム ブ				▲ 35				49				49				49				49				185

						小計 ショウケイ				234				320				302				284				265				12,448

								調整 チョウセイ		0				0				0				0				0				0

				扶助費 フジョ ヒ

										234				320				302				284				265				12,448

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		143				119				106				92				78				6,525

								分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		1				1				1				1				1				13

								使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		0				0				0				0				0				0

								繰入金 クリイレ キン		0				0				0				0				0				0

								諸収入 ショ シュウニュウ		1				▲ 5				▲ 5				▲ 5				▲ 5				212

								一般財源 イッパン ザイゲン		90				205				201				196				191				5,698



&8&F&A&D&T




公債

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				公債費 コウサイ ヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.13																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率				伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						元金 ガンキン				86,870		-4.4%		83,244		-4.2%		80,171		-3.7%		78,179		-2.5%		77,850		-0.4%				-100.0%

						繰上償還 クリアゲショウカン		（元金扱い） ガンキン アツカ		1,340		17.5%				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

						利子 リシ				8,797		-5.9%		8,909		1.3%		9,642		8.2%		10,894		13.0%		12,400		13.8%				-100.0%

						一時借入 イチジ カリイレ				18		34.7%		18		0.0%		18		0.0%		18		0.0%		18		0.0%				-100.0%

				公債費 コウサイ ヒ								(▲ 4,309)				(▲ 4,853)				(▲ 2,340)				(▲ 740)				(1,177)				(▲ 90,268)

										97,024		-4.3%		92,171		-5.0%		89,831		-2.5%		89,091		-0.8%		90,268		1.3%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								諸収入 ショ シュウニュウ		26		0.0%		26		0.0%		26		0.0%		26		0.0%		26		0.0%				0.0%

								繰入金 クリイレキン		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%				0.0%

								県債 ケンサイ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		96,997		100.0%		92,145		100.0%		89,805		100.0%		89,065		100.0%		90,242		100.0%				0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降は公債費推計による。 イコウ コウサイヒ スイケイ

				・		想定金利については、財務省のＲ2.1時点の「後年度歳出歳入への影響試算」における10年国債金利（経済成長率3.0％ケース）に一定のスプレッド及びリスクプレミアムを加算（やや強め） ソウテイ キンリ ザイムショウ ジテン コウネンド サイシュツ サイニュウ エイキョウ シサン ネン コクサイ キンリ ケイザイ セイチョウリツ イッテイ オヨ カサン ツヨ

				・		特財は満括積立の取崩に留意。基金→特会直入となるが便宜上特財を立てて対応する必要があるもの。 トクザイ マン カツ ツミタテ トリクズシ リュウイ キキン トッカイ ナオイリ ベンギジョウ トクザイ タ タイオウ ヒツヨウ

				・		上記推計から、Ｒ2当初の震災分・緊急防災分の見合い額（元372,616千円、利68,943千円）をＲ3以降の各年度から控除 ジョウキ スイケイ トウショ シンサイ ブン キンキュウ ボウサイ ブン ミア ガク ガン センエン リ センエン イコウ カクネンド コウジョ

				・



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.25																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率 ノ リツ

						元金 ガンキン				88,223		ERROR:#REF!		84,496		-4.2%		80,403		-4.8%		79,599		-1.0%		79,942		0.4%		80,576		0.8%

						繰上償還 クリアゲショウカン		（元金扱い） ガンキン アツカ				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!		2,000		ERROR:#DIV/0!		2,000		0.0%		2,000		0.0%		2,500		25.0%

						利子 リシ				8,251		ERROR:#REF!		7,965		-3.5%		7,654		-3.9%		8,416		10.0%		9,444		12.2%		10,208		8.1%

						一時借入 イチジ カリイレ				4		ERROR:#REF!		8		111.0%		8		0.0%		8		0.0%		8		0.0%		8		0.0%

				公債費 コウサイ ヒ								ERROR:#REF!				(▲ 4,009)				(▲ 2,404)				(▲ 42)				(1,371)				(1,898)

										96,477		ERROR:#REF!		92,469		-4.2%		90,065		-2.6%		90,023		-0.0%		91,394		1.5%		93,292		2.1%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								諸収入 ショ シュウニュウ		24		0.0%		39		0.0%		39		0.0%		39		0.0%		39		0.0%		39		0.0%

								繰入金 クリイレキン		0		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%

								県債 ケンサイ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		96,453		100.0%		92,429		100.0%		90,025		100.0%		89,983		100.0%		91,354		100.0%		93,252		100.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R4以降は公債費推計による。 イコウ コウサイヒ スイケイ

				・		想定金利については、財務省のR3.1時点の「後年度歳出歳入への影響試算」における10年国債金利（経済成長率3.0％ケース）を使用。（リスクプレミアムを取らない） ソウテイ キンリ ザイムショウ ジテン コウネンド サイシュツ サイニュウ エイキョウ シサン ネン コクサイ キンリ ケイザイ セイチョウリツ シヨウ ト

				・		特財は満括積立の取崩に留意。基金→特会直入となるが便宜上特財を立てて対応する必要があるもの。 トクザイ マン カツ ツミタテ トリクズシ リュウイ キキン トッカイ ナオイリ ベンギジョウ トクザイ タ タイオウ ヒツヨウ

				・		上記推計から、Ｒ3当初の震災分・緊急防災分の見合い額（元648,694千円、利74,787千円）をR4以降の各年度から控除 ジョウキ スイケイ トウショ シンサイ ブン キンキュウ ボウサイ ブン ミア ガク ガン センエン リ センエン イコウ カクネンド コウジョ

				・		サマレビを受け、R4以降、臨財債の繰上償還を反映。（野村満括20億円など） ウ イコウ リンザイサイ クリアゲショウカン ハンエイ ノムラマンカツ オクエン



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						元金 ガンキン								1,251				232				1,420				2,092				80,576

						繰上償還 クリアゲショウカン		（元金扱い） ガンキン アツカ						0				2,000				2,000				2,000				2,500

						利子 リシ								▲ 944				▲ 1,988				▲ 2,478				▲ 2,956				10,208

						一時借入 イチジ カリイレ								▲ 10				▲ 10				▲ 10				▲ 10				8

				災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ

														298				234				932				1,126				93,292

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ						0				0				0				0				0

								諸収入 ショ シュウニュウ						14				14				14				14				39

								繰入金 クリイレキン						0				0				0				0				1

								県債 ケンサイ						0				0				0				0				0

								一般財源 イッパン ザイゲン						284				220				918				1,112				93,252



&8&F&A&T




公債費BD

										平準化可能額のメモ ヘイジュン カ カノウ ガク		31,800		27,709		24,801		19,750		15,551		10,536		5,719

				公債費の推移 コウサイヒ スイイ														H240926入力 ニュウリョク

																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												H20（当初） トウショ		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		H44		H45		H46		H47		H48		H49		H50

						歳入 サイニュウ		新発債 シン ハツ サイ				88,345		115,719		119,105		96,580		95,088		92,679		93,925		98,764		91,559		93,633		94,967		95,036		95,055		95,072		95,060		95,079		95,090		95,101		95,113		94,976		95,025		129,408		129,206		129,167		129,181		129,169		129,185		129,193		129,160		129,164		100,302		3,294,106

								借換債 カリカ サイ				64,494		45,994		34,600		78,577		74,921		92,082		110,971		87,580		72,100		71,727		59,073		51,693		52,008		58,806		63,405		61,311		62,604		61,364		64,445		66,557		65,566		71,040		71,440		71,440		71,440		71,440		71,040		71,040		71,040		71,040		71,040		2,111,878

										うち通常 ツウジョウ		26,940		26,766		17,199		63,577		67,921		81,546		105,252		87,580		72,100		71,727		59,073		51,693		52,008		58,806		63,405		61,311		62,604		61,364		64,445		66,557		65,566		71,040		71,440		71,440		71,440		71,440		71,040		71,040		71,040		71,040		71,040		1,999,440

										うち平準化 ヘイジュン カ		31,800		18,209		17,401		15,000		7,000		10,536		5,719		0																																																105,665

										うち補償金免除 ホショウキン メンジョ		5,754		1,019																																																												6,773

								合計 ゴウケイ				152,839		161,713		153,705		175,157		170,009		184,761		204,896		186,344		163,659		165,360		154,040		146,729		147,063		153,878		158,465		156,390		157,694		156,465		159,558		161,533		160,591		200,448		200,646		200,607		200,621		200,609		200,225		200,233		200,200		200,204		171,342		5,405,984



												H20（当初） トウショ		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		H44		H45		H46		H47		H48		H49		H50

						歳出 サイシュツ		元金 ガンキン				143,319		132,973		125,866		175,208		176,699		199,754		224,667		200,936		181,357		177,799		158,307		143,897		139,652		144,498		147,184		143,904		145,813		146,609		153,924		156,847		157,964		187,542		189,631		191,770		193,619		195,124		195,425		196,040		196,437		196,624		197,389

										うち元金 ガンキン		142,986		132,543		125,102		174,444		175,902		199,024		223,937		200,206		180,627		177,069		157,577		143,167		138,922		143,768		146,454		143,174		145,083		145,879		153,194		156,117		157,234		186,812		188,901		191,040		192,889		194,394		194,695		195,310		195,707		195,894		196,659		5,294,710

										うち満括積立 マン クク ツミタテ		333		430		764		764		797		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		22,068

						（予算調製課分） ヨサン チョウセイ カ ブン		利子 リシ				23,216		23,270		23,695		21,521		20,422		20,765		20,808		21,148		21,716		21,712		22,035		22,271		22,573		22,936		23,316		23,694		24,057		24,385		24,658		24,835		24,990		36,184		36,520		36,805		37,040		37,230		37,387		37,528		37,650		37,766		37,871		850,004

										うち利子 リシ		22,853		22,854

 :  H21予算ベース		23,221		21,433		20,220		20,563		20,606		20,946		21,514		21,510		21,833		22,069		22,371		22,734		23,114		23,492		23,855		24,183		24,456		24,633		24,788		35,982		36,318		36,603		36,838		37,028		37,185		37,326		37,448		37,564		37,669		843,209

										うち一借利子 イチ カ リシ		363		416		474		88		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		6,795

								合計 ゴウケイ				166,535		156,243		149,561		196,729		197,121		220,519		245,475		222,084		203,073		199,511		180,342		166,168		162,225		167,434		170,500		167,598		169,870		170,994		178,582		181,682		182,954		223,726		226,151		228,575		230,659		232,354		232,812		233,568		234,087		234,390		235,260

						財源 ザイゲン		借換債 カリカ サイ				64,494		45,994		34,600		78,577		74,921		92,082		110,971		87,580		72,100		71,727		59,073		51,693		52,008		58,806		63,405		61,311		62,604		61,364		64,445		66,557		65,566		71,040		71,440		71,440		71,440		71,440		71,040		71,040		71,040		71,040		71,040

								諸収入 ショ シュウニュウ				114		159

 : ふるさと融資償還額分（地域振興部の推計値）		153		150		136		103		101		48		20		19		19		19		19		0

								一般財源 イッパン ザイゲン				101,927		110,090		114,808		118,002		122,064		128,334		134,403		134,456		130,953		127,765		121,250		114,456		110,198		108,628		107,095		106,287		107,266		109,630		114,137		115,125		117,388		152,686		154,711		157,135		159,219		160,914		161,772		162,528		163,047		163,350		164,220

						歳出 サイシュツ		元金 ガンキン				603		806		9		450		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										うち元金 ガンキン		603		806		9		450		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										うち満括積立 マン クク ツミタテ

						（災害援護、新産業等） サイガイ エンゴ シンサンギョウ ナド		利子 リシ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										うち利子 リシ

										うち一借利子 イチ カ リシ

								合計 ゴウケイ				603		806		9		450		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						財源 ザイゲン		借換債 カリカ サイ

								諸収入 ショ シュウニュウ				598		800

 : 中心市街地活性化（商工分）
H23も同じ		

 :  H21予算ベース				450

 : 中心市街地活性化（商工分）
H23も同じ

										

Z010429: 当該年度の起債予算額＋前年度からの起債繰越額－翌年度への起債繰越額
で算出するので、当該年度の地方債の予算額と、公債費算出に用いる当該年度の地方債の額はズレルことになる。
「県債内訳」シートに差額表示あり。H21.6.26　大内（堤主査に内訳確認済み）				

 : ふるさと融資償還額分（地域振興部の推計値）		一般財源 イッパン ザイゲン				5		6		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						歳出 サイシュツ		元金 ガンキン				143,923		133,779		125,875		175,658		176,699		199,754		224,667		200,936		181,357		177,799		158,307		143,897		139,652		144,498		147,184		143,904		145,813		146,609		153,924		156,847		157,964		187,542		189,631		191,770		193,619		195,124		195,425		196,040		196,437		196,624		197,389

										うち元金 ガンキン		143,589		133,349		125,111		174,894		175,902		199,024		223,937		200,206		180,627		177,069		157,577		143,167		138,922		143,768		146,454		143,174		145,083		145,879		153,194		156,117		157,234		186,812		188,901		191,040		192,889		194,394		194,695		195,310		195,707		195,894		196,659

										うち満括積立 マン クク ツミタテ		333		430		764		764		797		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730

						（合計） ゴウケイ		利子 リシ				23,216		23,270		23,695		21,521		20,422		20,765		20,808		21,148		21,716		21,712		22,035		22,271		22,573		22,936		23,316		23,694		24,057		24,385		24,658		24,835		24,990		36,184		36,520		36,805		37,040		37,230		37,387		37,528		37,650		37,766		37,871

										うち利子 リシ		22,853		22,854		23,221		21,433		20,220		20,563		20,606		20,946		21,514		21,510		21,833		22,069		22,371		22,734		23,114		23,492		23,855		24,183		24,456		24,633		24,788		35,982		36,318		36,603		36,838		37,028		37,185		37,326		37,448		37,564		37,669

										うち一借利子 イチ カ リシ		363		416		474		88		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202

								合計 ゴウケイ				167,139		157,049		149,570		197,179		197,121		220,519		245,475		222,084		203,073		199,511		180,342		166,168		162,225		167,434		170,500		167,598		169,870		170,994		178,582		181,682		182,954		223,726		226,151		228,575		230,659		232,354		232,812		233,568		234,087		234,390		235,260

						財源 ザイゲン		借換債 カリカ サイ				64,494		45,994		34,600		78,577		74,921		92,082		110,971		87,580		72,100		71,727		59,073		51,693		52,008		58,806		63,405		61,311		62,604		61,364		64,445		66,557		65,566		71,040		71,440		71,440		71,440		71,440		71,040		71,040		71,040		71,040		71,040

								諸収入 ショ シュウニュウ				712		959		153		600		136		103		101		48		20		19		19		19		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								一般財源 イッパン ザイゲン				101,933		110,096		114,817		118,002		122,064		128,334		134,403		134,456		130,953		127,765		121,250		114,456		110,198		108,628		107,095		106,287		107,266		109,630		114,137		115,125		117,388		152,686		154,711		157,135		159,219		160,914		161,772		162,528		163,047		163,350		164,220

												102,645		111,055		114,970		118,602		122,200		128,437		134,504		134,504

								一般会計ベース イッパン カイケイ																																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												H20（当初） トウショ		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		H44		H45		H46		H47		H48		H49		H50

						元金（借換債除き）満括除き ガンキン カリカ サイ ノゾ マン クク ノゾ						79,095		87,355		90,511		96,317		100,981		106,942		112,966		112,626		108,527		105,342		98,504		91,474		86,914		84,962		83,049		81,863		82,479		84,515		88,749		89,560		91,668		115,772		117,461		119,600		121,449		122,954		123,655		124,270		124,667		124,854		125,619

						一般財源 イッパン ザイゲン						78,383		86,396		90,358		95,717		100,845		106,839		112,865		112,578		108,507		105,323		98,485		91,455		86,895		84,962		83,049		81,863		82,479		84,515		88,749		89,560		91,668		115,772		117,461		119,600		121,449		122,954		123,655		124,270		124,667		124,854		125,619









						【再掲】 サイケイ

						一般会計ベース イッパン カイケイ																																																																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												H20（当初） トウショ		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		H44		H45		H46		H47		H48		H49		H50

						歳出 サイシュツ		元金①（a+b) ガンキン				79,429		87,785		91,275		97,081		101,778		107,672		113,696		113,356		109,257		106,072		99,234		92,204		87,644		85,692		83,779		82,593		83,209		85,245		89,479		90,290		92,398		116,502		118,191		120,330		122,179		123,684		124,385		125,000		125,397		125,584		126,349

										うち元金a ガンキン		79,095		87,355		90,511		96,317		100,981		106,942		112,966		112,626		108,527		105,342		98,504		91,474		86,914		84,962		83,049		81,863		82,479		84,515		88,749		89,560		91,668		115,772		117,461		119,600		121,449		122,954		123,655		124,270		124,667		124,854		125,619

										うち満括積立b マン クク ツミタテ		333		430		764		764		797		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730

						（合計） ゴウケイ		利子②（ｃ+ｄ） リシ				23,216		23,270		23,695		21,521		20,422		20,765		20,808		21,148		21,716		21,712		22,035		22,271		22,573		22,936		23,316		23,694		24,057		24,385		24,658		24,835		24,990		36,184		36,520		36,805		37,040		37,230		37,387		37,528		37,650		37,766		37,871

										うち利子ｃ リシ		22,853		22,854		23,221		21,433		20,220		20,563		20,606		20,946		21,514		21,510		21,833		22,069		22,371		22,734		23,114		23,492		23,855		24,183		24,456		24,633		24,788		35,982		36,318		36,603		36,838		37,028		37,185		37,326		37,448		37,564		37,669

										うち一借利子ｄ イチ カ リシ		363		416		474		88		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202		202

								合計①＋② ゴウケイ				102,645		111,055		114,970		118,602		122,200		128,437		134,504		134,504		130,973		127,784		121,269		114,475		110,217		108,628		107,095		106,287		107,266		109,630		114,137		115,125		117,388		152,686		154,711		157,135		159,219		160,914		161,772		162,528		163,047		163,350		164,220

						財源 ザイゲン		借換債 カリカ サイ

								諸収入 ショ シュウニュウ				712		959		153		600		136		103		101		48		20		19		19		19		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								一般財源 イッパン ザイゲン				101,933		110,096		114,817		118,002		122,064		128,334		134,403		134,456		130,953		127,765		121,250		114,456		110,198		108,628		107,095		106,287		107,266		109,630		114,137		115,125		117,388		152,686		154,711		157,135		159,219		160,914		161,772		162,528		163,047		163,350		164,220

						公債管理特別会計ベース コウサイ カンリ トクベツ カイケイ																																																																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												H20（当初） トウショ		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		H44		H45		H46		H47		H48		H49		H50

						歳出 サイシュツ		元金 ガンキン				143,923		133,779		125,875		175,658		176,699		199,754		224,667		200,936		181,357		177,799		158,307		143,897		139,652		144,498		147,184		143,904		145,813		146,609		153,924		156,847		157,964		187,542		189,631		191,770		193,619		195,124		195,425		196,040		196,437		196,624		197,389

										うち元金 ガンキン		143,589		133,349		125,111		174,894		175,902		199,024		223,937		200,206		180,627		177,069		157,577		143,167		138,922		143,768		146,454		143,174		145,083		145,879		153,194		156,117		157,234		186,812		188,901		191,040		192,889		194,394		194,695		195,310		195,707		195,894		196,659

										うち満括積立 マン クク ツミタテ		333		430		764		764		797		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730

						（合計） ゴウケイ		利子 リシ				22,853		22,854		23,221		21,433		20,220		20,563		20,606		20,946		21,514		21,510		21,833		22,069		22,371		22,734		23,114		23,492		23,855		24,183		24,456		24,633		24,788		35,982		36,318		36,603		36,838		37,028		37,185		37,326		37,448		37,564		37,669

										うち利子 リシ		22,853		22,854		23,221		21,433		20,220		20,563		20,606		20,946		21,514		21,510		21,833		22,069		22,371		22,734		23,114		23,492		23,855		24,183		24,456		24,633		24,788		35,982		36,318		36,603		36,838		37,028		37,185		37,326		37,448		37,564		37,669

										うち一借利子 イチ カ リシ

								合計 ゴウケイ				166,776		156,633		149,096		197,091		196,919		220,317		245,273		221,882		202,871		199,309		180,140		165,966		162,023		167,232		170,298		167,396		169,668		170,792		178,380		181,480		182,752		223,524		225,949		228,373		230,457		232,152		232,610		233,366		233,885		234,188		235,058

						財源 ザイゲン		借換債 カリカ サイ				64,494		45,994		34,600		78,577		74,921		92,082		110,971		87,580		72,100		71,727		59,073		51,693		52,008		58,806		63,405		61,311		62,604		61,364		64,445		66,557		65,566		71,040		71,440		71,440		71,440		71,440		71,040		71,040		71,040		71,040		71,040



								繰入金 クリイレ キン				102,282		110,639		114,496		118,514		121,998		128,235		134,302		134,302		130,771		127,582		121,067		114,273		110,015		108,426		106,893		106,085		107,064		109,428		113,935		114,923		117,186		152,484		154,509		156,933		159,017		160,712		161,570		162,326		162,845		163,148		164,018



&10&F&A&D&T




普建

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				44089																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						補助 ホジョ				41,632		-27.2%		45,322		8.9%		41,504		-8.4%		36,470		-12.1%		36,470		0.0%

						単独 タンドク				10,775		-5.6%		10,775		0.0%		10,775		0.0%		10,775		0.0%		10,775		0.0%

						直轄 チョッカツ				6,279		-16.4%		6,279		0.0%		6,279		0.0%		6,279		0.0%		6,279		0.0%

						公共事業費小計 コウキョウ ジギョウ ヒ ショウケイ				58,686		-22.9%		62,376		6.3%		58,558		-6.1%		53,524		-8.6%		53,524		0.0%

						大規模 ダイキボ				17,847		11.4%		17,002		-4.7%		17,002		0.0%		17,002		0.0%		17,002		0.0%

						大規模以外 ダイキボ イガイ				13,792		41.0%		13,792		0.0%		13,792		0.0%		13,792		0.0%		13,792		0.0%

						非公共事業費小計 ヒ コウキョウ ジギョウ ヒ ショウケイ				31,639		22.6%		30,794		-2.7%		30,794		0.0%		30,794		0.0%		30,794		0.0%

				普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ								(▲ 11,604)				(2,845)				(▲ 3,818)				(▲ 5,034)				(0)

										90,325		-11.4%		93,169		3.1%		89,351		-4.1%		84,317		-5.6%		84,317		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		33,825		37.4%		35,422		38.0%		33,769		37.8%		31,590		37.5%		31,590		37.5%

								　　分負 ブン フ		1,190		1.3%		1,190		1.3%		1,190		1.3%		1,190		1.4%		1,190		1.4%

								　　使手 ツカ テ		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%

								　　財収 ザイ オサム		42		0.0%		42		0.0%		32		0.0%		29		0.0%		28		0.0%

								　　繰入 クリイレ		2,321		2.6%		2,301		2.5%		1,778		2.0%		1,591		1.9%		1,539		1.8%

								　　諸収 ショ オサム		3,173		3.5%		3,144		3.4%		2,430		2.7%		2,175		2.6%		2,104		2.5%

								　　寄附金 キフキン		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								その他 タ		6,727		7.4%		6,678		7.2%		5,431		6.1%		4,986		5.9%		4,862		5.8%

								県債 ケンサイ		41,620		46.1%		42,062		45.1%		40,358		45.2%		36,667		43.5%		38,306		45.4%

								一般財源 イッパン ザイゲン		8,153		9.0%		9,007		9.7%		9,793		11.0%		11,075		13.1%		9,560		11.3%



								県債のうち行革債→ ケンサイ ギョウカク サイ		3,873				3,998				3,891				3,720				3,720

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降の公共事業費は「R2当初（台風10号分除く）×1.00＋各年度の台風分」で試算。台風分は便宜上補助に寄せる。台風19号分は公共枠の中なので考慮しない（シーリングの範疇）。 イコウ コウキョウ ジギョウヒ トウショ タイフウ ゴウ ブン ノゾ カクネンド タイフウ ブン シサン タイフウ ブン ベンギ ジョウ ホジョ ヨ タイフウ ゴウ ブン コウキョウ ワク ナカ コウリョ ハンチュウ

				・		大規模事業は課長協議後の額をベースに、事業費はＲ３～５平均を採用しこの額で横置き。特財は県債で調整。（下手にデコボコしていると議会で細かく突っ込まれるため、横置き感を出す　by米内主幹） ダイキボ ジギョウ カチョウ キョウギ ゴ ガク ジギョウヒ ヘイキン サイヨウ ガク ヨコオ トク ザイ ケンサイ チョウセイ ヘタ ギカイ コマ ツ コ ヨコオ カン ダ ヨナイ シュカン

				・		公共について、Ｒ2当初における公表数値と一致（台風分の額が当初予算時と算定時で異なっていたため、同額にしたもの） コウキョウ トウショ コウヒョウ スウチ イッチ タイフウ ブン ガク トウショ ヨサン ジ サンテイ ジ コト ドウガク



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						補助 ホジョ				82,109		ERROR:#REF!		36,219		-55.9%		49,614		37.0%		36,470		-26.5%		36,470		0.0%		36,470		0.0%

						単独 タンドク				11,117		ERROR:#REF!		9,319		-16.2%		10,775		15.6%		10,775		0.0%		10,775		0.0%		10,775		0.0%

						直轄 チョッカツ				8,749		ERROR:#REF!		7,024		-19.7%		6,279		-10.6%		6,279		0.0%		6,279		0.0%		6,279		0.0%

						公共事業費小計 コウキョウ ジギョウ ヒ ショウケイ				101,975		ERROR:#REF!		52,562		-48.5%		66,668		26.8%		53,524		-19.7%		53,524		0.0%		53,524		0.0%

						大規模 ダイキボ				17,875		ERROR:#REF!		16,613		-7.1%		17,767		6.9%		17,767		0.0%		17,767		0.0%		17,767		0.0%

						大規模以外 ダイキボ イガイ				7,364		ERROR:#REF!		10,967		48.9%		10,967		0.0%		10,967		0.0%		10,967		0.0%		10,967		0.0%

						非公共事業費小計 ヒ コウキョウ ジギョウ ヒ ショウケイ				25,239		ERROR:#REF!		27,580		9.3%		28,734		4.2%		28,734		0.0%		28,734		0.0%		28,734		0.0%

				普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ								ERROR:#REF!				(▲ 47,071)				(15,260)				(▲ 13,144)				(0)				(0)

										127,214		ERROR:#REF!		80,142		-37.0%		95,402		19.0%		82,258		-13.8%		82,258		0.0%		82,258		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		53,002		41.7%		30,810		38.4%		36,615		38.4%		30,739		37.4%		30,739		37.4%		30,739		37.4%

								　　分負 ブン フ		2,574		2.0%		1,366		1.7%		1,366		1.4%		1,366		1.7%		1,366		1.7%		1,366		1.7%

								　　使手 ツカ テ		1		0.0%		1		0.0%		2		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%

								　　財収 ザイ オサム		57		0.0%		37		0.0%		47		0.0%		29		0.0%		29		0.0%		29		0.0%

								　　繰入 クリイレ		1,382		1.1%		1,295		1.6%		1,646		1.7%		1,010		1.2%		1,010		1.2%		1,010		1.2%

								　　諸収 ショ オサム		2,774		2.2%		1,362		1.7%		1,732		1.8%		1,062		1.3%		1,062		1.3%		1,062		1.3%

								　　寄附金 キフキン		1		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								その他 タ		6,789		5.3%		4,061		5.1%		4,792		5.0%		3,467		4.2%		3,467		4.2%		3,467		4.2%

								県債 ケンサイ		58,983		46.4%		37,836		47.2%		43,917		46.0%		38,549		46.9%		38,549		46.9%		38,549		46.9%

								一般財源 イッパン ザイゲン		8,440		6.6%		7,436		9.3%		10,079		10.6%		9,503		11.6%		9,503		11.6%		9,503		11.6%

								台風10号対応分→ タイフウ ゴウタイオウブン		9,385				6,101				13,144				0				0				0

								県債のうち行革債→ ケンサイ ギョウカク サイ		3,404				4,316				4,841				3,947				3,947				3,947

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R4以降の公共事業費は「R2当初（台風10号分除く）×1.00＋各年度の台風10号分」で試算。台風分は便宜上補助に寄せる。台風19号分は公共枠の中なので考慮しない（シーリングの範疇）。 イコウ コウキョウ ジギョウヒ トウショ タイフウ ゴウ ブン ノゾ カクネンド タイフウ ゴウ ブン シサン タイフウ ブン ベンギ ジョウ ホジョ ヨ タイフウ ゴウ ブン コウキョウ ワク ナカ コウリョ ハンチュウ

				・		大規模事業はR4フレーム協議（課長協議後）の額をＲ4～7平均（特財含む）し横置き。 ダイキボ ジギョウ キョウギ カチョウキョウギゴ ガク ヘイキン トクザイフク ヨコオ

						（下手にデコボコしていると議会で細かく突っ込まれるため、横置き感を出す　byR2米内主幹）





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						補助 ホジョ				40,477				▲ 9,103				8,111				0				0				36,470

						単独 タンドク				342				▲ 1,456				0				0				0				10,775

						直轄 チョッカツ				2,470				745				0				0				0				6,279

						公共事業費小計 コウキョウ ジギョウ ヒ ショウケイ				43,289				▲ 9,814				8,111				0				0				53,524

						大規模 ダイキボ				28				▲ 389				765				765				765				17,767

						大規模以外 ダイキボ イガイ				▲ 6,428				▲ 2,824				▲ 2,824				▲ 2,824				▲ 2,824				10,967

						非公共事業費小計 ヒ コウキョウ ジギョウ ヒ ショウケイ				▲ 6,400				▲ 3,213				▲ 2,059				▲ 2,059				▲ 2,059				28,734

				普通建設事業費 フツウ ケンセツ ジギョウ ヒ

										36,889				▲ 13,027				6,051				▲ 2,059				▲ 2,059				82,258

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		19,177				▲ 4,613				2,845				▲ 851				▲ 851				30,739

								　　分負 ブン フ		1,384				176				176				176				176				1,366

								　　使手 ツカ テ		▲ 0				0				1				0				0				1

								　　財収 ザイ オサム		15				▲ 5				14				▲ 0				1				29

								　　繰入 クリイレ		▲ 939				▲ 1,006				▲ 132				▲ 582				▲ 530				1,010

								　　諸収 ショ オサム		▲ 398				▲ 1,782				▲ 698				▲ 1,113				▲ 1,042				1,062

								　　寄附金 キフキン		1				0				0				0				0				0

								その他 タ		62				▲ 2,617				▲ 639				▲ 1,518				▲ 1,394				3,467

								県債 ケンサイ		17,363				▲ 4,226				3,559				1,882				243				38,549

								一般財源 イッパン ザイゲン		287				▲ 1,571				286				▲ 1,572				▲ 57				9,503



&8&F&A&D&T




普建（個）

		普通建設事業費（個票） フツウ ケンセツ ジギョウヒ コヒョウ																														↓公共/非公共は県債見込（事業内訳） コウキョウ ヒ コウキョウ ケンサイ ミコ ジギョウ ウチワケ

																																		（単位:百万円） タンイ ヒャク マンエン

						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ								台風10号分 タイフウ ゴウ ブン

				R2年度 ネンド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				82,109		45,920														2,551		31,921		1,366		1,717		←公共事業の調 コウキョウ ジギョウ シラ				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ

				最終予算 サイシュウ ヨサン				財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		55.9%														3.1%		38.9%		1.7%		2.1%						9,385.487		3,967.051		1,316.347		4,059.000

								単独 タンドク				11,117		0														1,938		7,234		309		1,945		←公共事業の調 コウキョウ ジギョウ シラ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														17.4%		65.1%		2.8%		17.5%

								直轄 チョッカツ				8,749		0														212		7,975		341		562		←公共事業の調 コウキョウ ジギョウ シラ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														2.4%		91.2%		3.9%		6.4%

								計 ケイ				101,975		45,920														4,701		47,130		2,016		4,224

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		45.0%														4.6%		46.2%		2.0%		4.1%

						非公共 ヒ コウキョウ				大規模 ダイキボ		17,875		4,052														2		10,584		1,388		3,237		←本来、非公共県債は大規模とその他に分類するが、簡易的に大規模に寄せる ホンライ ヒ コウキョウ ケンサイ ダイキボ タ ブンルイ カンイテキ ダイキボ ヨ												18.1%

										その他 タ		7,364		3,030														2,086		1,269		0		979

								計 ケイ				25,239		7,082														2,088		11,853		1,388		4,216

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		28.1%														8.3%		47.0%		5.5%		16.7%

						普通建設事業計 フツウ ケンセツ ジギョウ ケイ						127,214		53,002		2,574		1		57		1,382		2,774		1		6,789		58,983		3,404		8,440		←分析 ブンセキ

										財源比率 ザイゲン ヒリツ		100.0%		41.7%		2.0%		0.0%		0.0%		1.1%		2.2%		0.0%		5.3%		46.4%		2.7%		6.6%

																⇒その他のうち分負は公共。その他のうち分負以外の計に占める割合は、 タ ブン フ コウキョウ タ ブン フ イガイ ケイ シ ワリアイ

																		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン		その他計 タ ケイ

				公共台風分は、便宜的にすべて補助に寄せる コウキョウ タイフウ ブン ベンギテキ ホジョ ヨ														1		57		1,382		2,774		1		4,215

																		0.0%		1.4%		32.8%		65.8%		0.0%		100.0%

																																		（単位:百万円） タンイ ヒャク マンエン

						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ								台風10号分 タイフウ ゴウ ブン

				R3年度 ネンド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				36,219		20,652														1,322		13,571		1,250		674		←公共事業の調 コウキョウ ジギョウ シラ				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ

				当初予算 トウショ ヨサン				財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		57.0%														3.7%		37.5%		3.5%		1.9%						6,100.747		2,637.853		604.062		2,806.000

								単独 タンドク				9,319		0														1,157		6,295		580		1,867		←公共事業の調 コウキョウ ジギョウ シラ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														12.4%		67.6%		6.2%		20.0%

								直轄 チョッカツ				7,024		0														156		6,403		590		465		←公共事業の調 コウキョウ ジギョウ シラ																大規模事業　増減調整の考え方 ダイキボ ジギョウ ゾウゲン チョウセイ カンガ カタ										（単位は全て百万単） タンイ スベ ヒャクマン タン

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														2.2%		91.2%		8.4%		6.6%

								計 ケイ				52,562		20,652														2,635		26,269		2,420		3,006																		↓実際の大規模連動。 ジッサイ ダイキボ レンドウ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		39.3%														5.0%		50.0%		4.6%		5.7%																				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他 タ		県債 ケンサイ		一財 イチザイ

						非公共 ヒ コウキョウ				大規模 ダイキボ		16,613		2,265														2		11,378		1,896		2,968		←本来、非公共県債は大規模とその他に分類するが、簡易的に大規模に寄せる ホンライ ヒ コウキョウ ケンサイ ダイキボ タ ブンルイ カンイテキ ダイキボ ヨ												17.9%				Ｒ4		15,396		1,656		6		9,966		3,768

										その他 タ		10,967		7,893														1,424		189		0		1,462																		Ｒ5		17,851		1,438		6		10,472		5,935

								計 ケイ				27,580		10,158														1,426		11,567		1,896		4,430																		Ｒ6		17,068		1,219		6		9,997		5,846

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		36.8%														5.2%		41.9%		6.9%		16.1%																		Ｒ7		20,754		676		0		16,597		3,481

						普通建設事業計 フツウ ケンセツ ジギョウ ケイ						80,142		30,810		1,366		1		37		1,295		1,362		0		4,061		37,836		4,316		7,436		←分析 ブンセキ																Ｒ4～7平均 ヘイキン		17,767		1,247		5		11,758		4,758

										財源比率 ザイゲン ヒリツ		100.0%		38.4%		1.7%		0.0%		0.0%		1.6%		1.7%		0.0%		5.1%		47.2%		5.4%		9.3%

																⇒その他のうち分負は公共。その他のうち分負以外の計に占める割合は、 タ ブン フ コウキョウ タ ブン フ イガイ ケイ シ ワリアイ

																		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン		その他計 タ ケイ

				公共台風分は、便宜的にすべて補助に寄せる コウキョウ タイフウ ブン ベンギテキ ホジョ ヨ														1		37		1,295		1,362		0		2,695

																		0.0%		1.4%		48.0%		50.5%		0.0%		100.0%																								↓調整案１：事業費について、Ｒ4～7平均を採用しこの額で横置き。特財は県債で調整。 チョウセイ アン ジギョウヒ ヘイキン サイヨウ ガク ヨコオ トク ザイ ケンサイ チョウセイ

																																		（単位:百万円） タンイ ヒャク マンエン																				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他 タ		県債 ケンサイ		一財 イチザイ

						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン																		Ｒ4		17,767		1,656		6		12,337		3,768

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ												公共伸び コウキョウ ノ		1						Ｒ5		17,767		1,438		6		10,388		5,935

				R4年度 ネンド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				49,614		27,475														1,780		19,157		1,764		1,202		←（R2当初－R2台風分）×公共伸び＋当該年度台風分 トウショ タイフウ ブン コウキョウ ノ トウガイ ネンド タイフウ ブン																Ｒ6		17,767		1,219		6		10,696		5,846

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		55.4%														3.6%		38.6%		3.6%		2.4%						台風10号分 タイフウ ゴウ ブン												Ｒ7		17,767		676		0		13,610		3,481

								単独 タンドク				10,775		0														1,369		7,301		673		2,105		←横置き ヨコオ				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ						Ｒ4～7平均		17,767		1,247		5		11,758		4,758

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														12.7%		67.8%		6.2%		19.5%						13,144.249		5,876.030		1,324.624		5,368.000

								直轄 チョッカツ				6,279		0														215		5,512		508		552		←横置き ヨコオ																↓調整案２：単純計。（実際の額のまま） チョウセイ アン タンジュンケイ ジッサイ ガク

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														3.4%		87.8%		8.1%		8.8%																				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他 タ		県債 ケンサイ		一財 イチザイ

								計 ケイ				66,668		27,475														3,364		31,970		2,945		3,859		行革債は、本体県債の伸び連動（台風分は補助の本体県債に加算） ギョウカク サイ ホンタイ ケンサイ ノ レンドウ タイフウ ブン ホジョ ホンタイ ケンサイ カサン																Ｒ4		15,396		1,656		6		9,966		3,768

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		41.2%														5.0%		48.0%		4.4%		5.8%																		Ｒ5		17,851		1,438		6		10,472		5,935

						非公共 ヒ コウキョウ				大規模 ダイキボ		17,767

 : ・大規模調書から普通建設以外は控除
・控除額とR3予算額の差分をそれぞれの性質に加算
→物件費や維持修繕費等はR3横置であり、２重計上
　を避けるため
⇒R2　デコボコを均すため調整（議会で積上げの積算に触れられないように）　Ｒ3～Ｒ5平均とし、増減は県債で調整
⇒R3　サマレビ前時点では、全てR4～R7平均とする		1,247														4		11,758		1,896		4,758		←大規模事業登録額。 ダイキボ ジギョウ トウロク ガク				県債 ケンサイ		11,758						26.8%				Ｒ6		17,068		1,219		6		9,997		5,846

										その他 タ		10,967		7,893														1,424		189		0		1,462																		Ｒ7		20,754		676		0		16,597		3,481

								計 ケイ				28,734		9,140														1,428		11,947		1,896		6,220																		Ｒ4～7平均		17,767		1,247		5		11,758		4,758

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		31.8%														5.0%		41.6%		6.6%		21.6%

						普通建設事業計 フツウ ケンセツ ジギョウ ケイ						95,402		36,615		1,366		2		47		1,646		1,732		0		4,792		43,917		4,841		10,079		←分負は前年度と同額。 ブン フ ゼンネン ド ドウガク																↓調整案３：全てＲ4～7平均を採用。 チョウセイ アン スベ ヘイキン サイヨウ

										財源比率 ザイゲン ヒリツ		100.0%		38.4%		1.4%		0.0%		0.0%		1.7%		1.8%		0.0%		5.0%		46.0%		5.1%		10.6%																				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他 タ		県債 ケンサイ		一財 イチザイ

																																																				Ｒ4		17,767		1,247		5		11,758		4,758

				＜参考＞　R4試算に際し使用したR2当初予算 サンコウ シサン サイ シヨウ トウショ ヨサン																														（単位:百万円） タンイ ヒャク マンエン																		Ｒ5		17,767		1,247		5		11,758		4,758

						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン																		Ｒ6		17,767		1,247		5		11,758		4,758

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ																				Ｒ7		17,767		1,247		5		11,758		4,758

				R2年度 ネンド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				41,632		23,834														1,053		16,064		1,238		681																		Ｒ4～7平均		17,767		1,247		5		11,758		4,758

				当初予算 トウショヨサン				財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		57.2%														2.5%		38.6%		3.0%		1.6%						台風10号分（差額は一般財源） タイフウ ゴウ ブン サガク イッパンザイゲン

								単独 タンドク				10,775		0														1,369		7,301		563		2,105						事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ						→サマレビ時点では、調整案３とする。 ジテン チョウセイアン

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														12.7%		67.8%		5.2%		19.5%						5,162.239		2,234.874		597.378		2,275.000

								直轄 チョッカツ				6,279		0														215		5,512		425		552

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														3.4%		87.8%		6.8%		8.8%

								計 ケイ				58,686		23,834														2,637		28,877		2,226		3,338

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		40.6%														4.5%		49.2%		3.8%		5.7%



						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ

				R5年度 ネンド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				36,470		21,599														456		13,789		1,063		626		←（R2当初－R2台風分）×公共伸び＋当該年度台風分 トウショ タイフウ ブン コウキョウ ノ トウガイ ネンド タイフウ ブン

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		59.2%														1.2%		37.8%		2.9%		1.7%						台風10号分 タイフウ ゴウ ブン

								単独 タンドク				10,775		0														1,369		7,301		563		2,105		←横置き ヨコオ				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														12.7%		67.8%		5.2%		19.5%						0.000		0.000		0.000		0.000

								直轄 チョッカツ				6,279		0														215		5,512		425		552		←横置き ヨコオ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														3.4%		87.8%		6.8%		8.8%

								計 ケイ				53,524		21,599														2,040		26,602		2,051		3,283		行革債は、本体県債の伸び連動（台風分は補助の本体県債に加算） ギョウカク サイ ホンタイ ケンサイ ノ レンドウ タイフウ ブン ホジョ ホンタイ ケンサイ カサン

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		40.4%														3.8%		49.7%		3.8%		6.1%

						非公共 ヒ コウキョウ				大規模 ダイキボ		17,767		1,247														4		11,758		1,896		4,758		←大規模事業登録額。 ダイキボ ジギョウ トウロク ガク				県債 ケンサイ		11,758						26.8%

										その他 タ		10,967		7,893														1,424		189		0		1,462

								計 ケイ				28,734		9,140														1,428		11,947		1,896		6,220

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		31.8%														5.0%		41.6%		6.6%		21.6%

						普通建設事業計 フツウ ケンセツ ジギョウ ケイ						82,258		30,739		1,366		1		29		1,010		1,062		0		3,467		38,549		3,947		9,503		←分負は前年度と同額。 ブン フ ゼンネン ド ドウガク

										財源比率 ザイゲン ヒリツ		100.0%		37.4%		1.7%		0.0%		0.0%		1.2%		1.3%		0.0%		4.2%		46.9%		4.8%		11.6%



						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ

				R6年度 ネン ド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				36,470		21,599														456		13,789		1,063		626		←（R2当初－R2台風分）×公共伸び＋当該年度台風分 トウショ タイフウ ブン コウキョウ ノ トウガイ ネンド タイフウ ブン

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		59.2%														1.2%		37.8%		2.9%		1.7%						台風10号分 タイフウ ゴウ ブン

								単独 タンドク				10,775		0														1,369		7,301		563		2,105		←横置き ヨコオ				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														12.7%		67.8%		5.2%		19.5%						0		0		0		0

								直轄 チョッカツ				6,279		0														215		5,512		425		552		←横置き ヨコオ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														3.4%		87.8%		6.8%		8.8%

								計 ケイ				53,524		21,599														2,040		26,602		2,051		3,283		行革債は、本体県債の伸び連動 ギョウカク サイ ホンタイ ケンサイ ノ レンドウ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		40.4%														3.8%		49.7%		3.8%		6.1%

						非公共 ヒ コウキョウ				大規模 ダイキボ		17,767		1,247														4		11,758		1,896		4,758		←大規模事業登録額。 ダイキボ ジギョウ トウロク ガク				県債 ケンサイ		11,758						26.8%

										その他 タ		10,967		7,893														1,424		189		0		1,462

								計 ケイ				28,734		9,140														1,428		11,947		1,896		6,220

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		31.8%														5.0%		41.6%		6.6%		21.6%

						普通建設事業計 フツウ ケンセツ ジギョウ ケイ						82,258		30,739		1,366		1		29		1,010		1,062		0		3,467		38,549		3,947		9,503		←分負は前年度と同額。 ブン フ ゼンネン ド ドウガク

										財源比率 ザイゲン ヒリツ		100.0%		37.4%		1.7%		0.0%		0.0%		1.2%		1.3%		0.0%		4.2%		46.9%		4.8%		11.6%



						区分 クブン						推計額 スイケイ ガク		国庫 コッコ														その他 タ		県債 ケンサイ				一般財源 イッパン ザイゲン

																分・負 ブン フ		使・手 ツカ テ		財収 ザイ オサム		繰入 ク イ		諸収 モロ オサム		寄附金 キフキン						うち行革債 ギョウカク サイ

				R7年度 ネンド		公共 コウキョウ		補助 ホジョ				36,470		21,599														456		13,789		1,063		626		←（R2当初－R2台風分）×公共伸び＋当該年度台風分 トウショ タイフウ ブン コウキョウ ノ トウガイ ネンド タイフウ ブン

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		59.2%														1.2%		37.8%		2.9%		1.7%						台風10号分 タイフウ ゴウ ブン

								単独 タンドク				10,775		0														1,369		7,301		563		2,105		←横置き ヨコオ				事業費 ジギョウヒ		国庫 コッコ		その他（分負） タ ブン フ		県債 ケン サイ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														12.7%		67.8%		5.2%		19.5%						0		0		0		0

								直轄 チョッカツ				6,279		0														215		5,512		425		552		←横置き ヨコオ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		0.0%														3.4%		87.8%		6.8%		8.8%

								計 ケイ				53,524		21,599														2,040		26,602		2,051		3,283		行革債は、本体県債の伸び連動 ギョウカク サイ ホンタイ ケンサイ ノ レンドウ

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		40.4%														3.8%		49.7%		3.8%		6.1%

						非公共 ヒ コウキョウ				大規模 ダイキボ		17,767		1,247														4		11,758		1,896		4,758		←大規模事業登録額。 ダイキボ ジギョウ トウロク ガク				県債 ケンサイ		11,758						26.8%

										その他 タ		10,967		7,893														1,424		189		0		1,462

								計 ケイ				28,734		9,140														1,428		11,947		1,896		6,220

								財源比率 ザイゲン ヒリツ				100.0%		31.8%														5.0%		41.6%		6.6%		21.6%

						普通建設事業計 フツウ ケンセツ ジギョウ ケイ						82,258		30,739		1,366		1		29		1,010		1,062		0		3,467		38,549		3,947		9,503		←分負は前年度と同額。 ブン フ ゼンネン ド ドウガク

										財源比率 ザイゲン ヒリツ		100.0%		37.4%		1.7%		0.0%		0.0%		1.2%		1.3%		0.0%		4.2%		46.9%		4.8%		11.6%



&8&F&A&D&T


行革債は全て普通建設事業に寄せている（厳密には補助費等等、他の費目の起債にも充てているが、便宜上普通建設事業に充てている行革債が全て県債にはねるようになっている）
→従って、県債見込事業内訳の全ての行革債を普通建設事業に計上。



台風分

		台風分 タイフウ ブン

								↓Ｒ2当初の総括資料と合わせる トウショ ソウカツ シリョウ ア																				↓Ｒ3当初の総括資料と合わせる（ズレは端数） トウショ ソウカツ シリョウ ア ハスウ																						（単位：千円） タンイ センエン

								R2_当初 トウショ										R2_２補 ホ										R3_当初 トウショ										R4										R5以降 イコウ		積算の考え方 セキサン カンガ カタ

										国庫 コッコ		分負 ブン フ		一財 イチザイ		起債 キサイ				国庫 コッコ		分負 ブン フ		一財 イチザイ		起債 キサイ				国庫 コッコ		分負 ブン フ		一財 イチザイ		起債 キサイ				国庫 コッコ		分負 ブン フ		一財 イチザイ		起債 キサイ

		H28台10 ダイ		普通建設 フツウ ケンセツ		公共調 コウキョウ シラベ		5,162,239		2,234,874		597,378		54,987		2,275,000		9,385,487		3,967,051		1,316,347		43,089		4,059,000		6,100,747		2,637,853		604,062		52,832		2,806,000		13,144,249		5,876,030		1,324,624		575,595		5,368,000		0		R4は県土の見込み ケンド ミコ

						（県土） ケンド		4,954,930										9,011,257										5,883,188										13,144,249		5,876,030		1,324,624		575,595		5,368,000		0

				災害復旧 サイガイ フッキュウ		公共調 コウキョウ シラベ		47,069		47,069								326,332		326,332								0										0										0

						（県土） ケンド												0										0										0										0

		R元台19 ガン ダイ		災害復旧 サイガイ フッキュウ		公共調
（県土） コウキョウ シラベ ケンド		2,820,203		1,818,210				15,993		986,000		2,196,860		1,429,773				10,087		757,000		208,036		133,868				8,168		61,500		0		0		0		0		0		0

		計 ケイ		普通建設 フツウ ケンセツ				5,162,239		2,234,874		597,378		54,987		2,275,000		9,385,487		3,967,051		1,316,347		43,089		4,059,000		6,100,747		2,637,853		604,062		52,832		2,806,000		13,144,249		5,876,030		1,324,624		575,595		5,368,000		0

				災害復旧 サイガイ フッキュウ				2,867,272		1,865,279		0		15,993		986,000		2,523,192		1,756,105		0		10,087		757,000		208,036		133,868		0		8,168		61,500		0		0		0		0		0		0

		※H28台10の県土分のみR3以降の詳細推計あり。農水はそもそも将来推計なし（やっていない） タイ ケンド ブン イコウ ショウサイ スイケイ ノウスイ ショウライ スイケイ



R4は県土の額を入力（農水は試算も無く、少額と判断）
というか県土が多すぎ。

Ｒ元台風１９号の公共分（災害復旧以外）は、Ｒ２当初以降公共枠管理
→財政見通し上も普通建設上は別枠としない



災害

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.9																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						補助 ホジョ				6,753		-22.8%		4,199		0.0%		3,886		0.0%		3,886		0.0%		3,886		0.0%				-100.0%

						単独 タンドク				999		-42.6%		905		0.0%		905		0.0%		905		0.0%		905		0.0%				-100.0%

						直轄 チョッカツ				10		-97.5%		10		0.0%		10		0.0%		10		0.0%		10		0.0%				-100.0%

								調整 チョウセイ				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ								(▲ 3,125)				(0)				(0)				(0)				(0)				(▲ 4,800)

										7,762		-28.7%		5,114		0.0%		4,800		0.0%		4,800		0.0%		4,800		0.0%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		4,888		63.0%		3,224		54.8%		3,022		54.8%		3,022		54.8%		3,022		54.8%				0.0%

								諸収入 ショ シュウニュウ				0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%

								県債 ケンサイ		2,574		33.2%		1,698		31.7%		1,588		31.7%		1,588		31.7%		1,588		31.7%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		300		3.9%		191		13.5%		190		13.5%		190		13.5%		190		13.5%				0.0%





				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3はR2当初予算額からH28台風10号関連（R2:47百万円）とR1台風19号関連（R2:2,820百万円）を控除し、R3見込額を加算した額とする。 トウショ ヨサン ガク タイフウ ゴウ カンレン ヒャクマンエン タイフウ ゴウ カンレン ヒャクマンエン コウジョ ミコミ ガク カサン ガク

						※台風関連事業費は公共事業の調の災害復旧事業から抽出 タイフウ カンレン ジギョウヒ コウキョウ ジギョウ シラベ サイガイ フッキュウ ジギョウ チュウシュツ

				・		R4以降はR3から台風分を除いた額と同額。 イコウ タイフウ ブン ノゾ ガク ドウガク







				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.15																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						補助 ホジョ				4,257		ERROR:#REF!		4,245		-0.3%		4,037		-4.9%		4,037		0.0%		4,037		0.0%		4,037		0.0%

						単独 タンドク				667		ERROR:#REF!		748		12.3%		748		0.0%		748		0.0%		748		0.0%		748		0.0%

						直轄 チョッカツ				777		ERROR:#REF!		10		-98.7%		10		0.0%		10		0.0%		10		0.0%		10		0.0%

								調整 チョウセイ				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ								ERROR:#REF!				(▲ 697)				(0)				(0)				(0)				(0)

										5,700		ERROR:#REF!		5,003		-12.2%		4,795		0.0%		4,795		0.0%		4,795		0.0%		4,795		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		3,063		53.7%		3,207		64.1%		3,073		64.1%		3,073		64.1%		3,073		64.1%		3,073		64.1%

								諸収入 ショ シュウニュウ		0		0.0%		0		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								県債 ケンサイ		2,367		41.5%		1,668		33.3%		1,607		33.5%		1,607		33.5%		1,607		33.5%		1,607		33.5%

								一般財源 イッパン ザイゲン		270		4.7%		128		2.6%		116		2.4%		116		2.4%		116		2.4%		116		2.4%

								台風10号・19号対応分→ タイフウ ゴウ ゴウ タイオウ ブン		2,523				208				0				ERROR:#REF!				0				0



				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R4はR3当初予算額からR1台風19号関連（R3:208百万円）を控除。以降は横置き。※台風10号対応分はR2までで計上終了。 トウショ ヨサン ガク タイフウ ゴウ カンレン ヒャクマンエン コウジョ イコウ ヨコオ タイフウ ゴウタイオウブン ケイジョウシュウリョウ

						※台風関連事業費は公共事業の調の災害復旧事業から抽出 タイフウ カンレン ジギョウヒ コウキョウ ジギョウ シラベ サイガイ フッキュウ ジギョウ チュウシュツ

						※当初予算で計上している災害復旧事業費のうち現年分は仮積みであり、2補で仮積み分は落として実態に合わせている。 トウショヨサン ケイジョウ サイガイフッキュウジギョウヒ ゲンネンブン カリ ヅ ホ カリ ツミ ブン オ ジッタイ ア







				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						補助 ホジョ				▲ 2,496				46				151				151				151				4,037

						単独 タンドク				▲ 332				▲ 156				▲ 156				▲ 156				▲ 156				748

						直轄 チョッカツ				767				0				0				0				0				10

								調整 チョウセイ		0				0				0				0				0				0

				災害復旧事業費 サイガイ フッキュウ ジギョウ ヒ

										▲ 2,061				▲ 110				▲ 5				▲ 5				▲ 5				4,795

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		▲ 1,824				▲ 17				51				51				51				3,073

								諸収入 ショ シュウニュウ		0				0				0				0				0				0

								県債 ケンサイ		▲ 207				▲ 30				19				19				19				1,607

								一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 30				▲ 63				▲ 75				▲ 75				▲ 75				116



&8&F&A&T




物件

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				物件費 ブッケンヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.8.18																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						物件費 ブッケン ヒ		臨職分 リンショク ブン				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

								経済対策等基金取崩分 ケイザイ タイサク トウ キキン トリクズ ブン		601		-0.4%		344		-42.7%		344		0.0%		352		2.2%		352		0.2%

								その他 タ		23,861		-1.6%		23,861		0.0%		23,861		0.0%		23,861		0.0%		23,861		0.0%

								大口支出分（国体以外） オオグチ シシュツ ブン コクタイ イガイ		2,081		52.0%		2,294		10.2%		2,127		-7.3%		1,713		-19.5%		1,764		3.0%				-100.0%

				物件費 ブッケン ヒ								(333)				(▲ 44)				(▲ 167)				(▲ 406)				(52)				(▲ 25,977)

										26,543		1.3%		26,499		-0.2%		26,332		-0.6%		25,926		-1.5%		25,977		0.2%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		2,506		9.4%		2,752		10.4%		2,506		9.5%		2,506		9.7%		2,506		9.6%				0.0%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		7		0.0%		59		0.2%		121		0.5%		121		0.5%		121		0.5%				0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		3,297		12.4%		3,131		11.8%		3,021		11.5%		2,941		11.3%		3,002		ERROR:#DIV/0!				0.0%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		457		1.7%		457		1.7%		457		1.7%		457		1.8%		457		1.8%				0.0%

								　　繰入金 クリイレ キン		601		2.3%		344		1.3%		344		1.3%		352		1.4%		352		1.4%				0.0%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		1,003		3.8%		1,003		3.8%		1,003		3.8%		1,003		3.9%		1,003		3.9%				0.0%

								　　寄附金 キフキン				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%

								　　地方債 チホウ サイ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%		0		0.0%				0.0%

								その他 タ		5,365		20.2%		4,995		18.9%		4,947		18.8%		4,874		18.8%		4,936		ERROR:#DIV/0!				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		18,671		70.3%		18,752		70.8%		18,879		71.7%		18,545		71.5%		18,535		ERROR:#DIV/0!				0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降、事業費の伸びは原則ゼロ。例外として、以下の調整を行う。 イコウ ジギョウヒ ノ ゲンソク レイガイ イカ チョウセイ オコナ

				・		基金からの繰入金（歳出の基金取崩分とビン）は各部局の試算値。 キキン クリイレ キン サイシュツ キキン トリクズシ ブン カクブキョク シサン チ

						大口支出分欄には大規模の物件費分を計上。財源はＲ3のみ国庫246（情報セキュリティクラウド）＋分負52（行政情報ＮＷ）、Ｒ4以降は分負のみ。 オオグチ シシュツ ブン ラン ダイキボ ブッケンヒ ブン ケイジョウ ザイゲン コッコ ジョウホウ ブン フ ギョウセイ ジョウホウ イコウ ブン フ

				・		なお、大口にある森林クラウド（財源：繰入金のみ）は基金側で積算しているものとして大規模の積算から控除している。（いずれ一財への影響は無し） オオグチ シンリン ザイゲン クリイレ キン キキン ガワ セキサン ダイキボ セキサン コウジョ イチザイ エイキョウ ナ



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						物件費 ブッケン ヒ		臨職分 リンショク ブン				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

								基金取崩分 キキン トリクズ ブン		506		ERROR:#REF!		818		61.6%		347		-57.6%		352		1.4%		342		-2.8%		328		-4.2%

								その他 タ		20,403		ERROR:#REF!		23,504		15.2%		23,504		0.0%		23,504		0.0%		23,504		0.0%		23,504		0.0%

								大口支出分 オオグチ シシュツ ブン		2,696		ERROR:#REF!		2,144		-20.5%		2,290		6.8%		1,955		-14.6%		1,756		-10.2%		2,588

SS17081274: 職員寮（東中野）解体による増（＋8.5億）
公適債未充当（延長しないことを前提に）		47.4%

				物件費 ブッケン ヒ								ERROR:#REF!				(2,861)				(▲ 325)				(▲ 330)				(▲ 209)				(818)

										23,605		ERROR:#REF!		26,466		12.1%		26,141		-1.2%		25,811		-1.3%		25,602		-0.8%		26,420		3.2%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		1,945		8.2%		2,248		8.5%		2,306		8.8%		2,494		9.7%		2,250		8.8%		2,250		8.5%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		9		0.0%		8		0.0%		8		0.0%		8		0.0%		8		0.0%		8		0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		3,127		13.2%		3,372		12.7%		3,313		12.7%		3,234		12.5%		3,320		13.0%		3,249		12.3%		←使手への特財充当が完成すれば完了（補助費、普通建設事業の入力を優先) シテ トクザイ ジュウトウ カンセイ カンリョウ ホジョヒ フツウ ケンセツ ジギョウ ニュウリョク ユウセン

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		378		1.6%		426		1.6%		426		1.6%		426		1.7%		426		1.7%		426		1.6%

								　　繰入金 クリイレ キン		506		2.1%		818		3.1%		347		1.3%		352		1.4%		342		1.3%		328		1.2%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		797		3.4%		922		3.5%		924		3.5%		924		3.6%		924		3.6%		924		3.5%

								　　寄附金 キフキン		1		0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								　　地方債 チホウ サイ		129		0.5%		513		1.9%				0.0%				0.0%				0.0%		0		0.0%

								その他 タ		4,948		21.0%		6,060		22.9%		5,018		19.2%		4,944		19.2%		5,021		19.6%		4,935		18.7%

								一般財源 イッパン ザイゲン		16,712		70.8%		18,158		68.6%		18,817		72.0%		18,373		71.2%		18,331		71.6%		19,235		72.8%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降、事業費の伸びは原則ゼロ。例外として、以下の調整を行う。 イコウ ジギョウヒ ノ ゲンソク レイガイ イカ チョウセイ オコナ

				・		基金からの繰入金（歳出の基金取崩分とビン）は各部局の試算値。 キキン クリイレ キン サイシュツ キキン トリクズシ ブン カクブキョク シサン チ

				・		大口支出分欄には大規模の物件費分を計上。 オオグチ シシュツ ブン ラン ダイキボ ブッケンヒ ブン ケイジョウ

				・		なお、大口にある森林クラウド（財源：繰入金のみ）は基金側で積算しているものとして大規模の積算から控除している。（いずれ一財への影響は無し） オオグチ シンリン ザイゲン クリイレ キン キキン ガワ セキサン ダイキボ セキサン コウジョ イチザイ エイキョウ ナ



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						物件費 ブッケン ヒ		臨職分 リンショク ブン		0				0				0				0				0				0

								基金取崩分 キキン トリクズ ブン		▲ 94				474				3				0				▲ 10				328

								その他 タ		▲ 3,458				▲ 357				▲ 357				▲ 357				▲ 357				23,504

								大口支出分 オオグチ シシュツ ブン		615				▲ 150				163				242				▲ 8				2,588

				物件費 ブッケン ヒ						0				0				0				0				0				0

										▲ 2,938				▲ 33				▲ 191				▲ 115				▲ 375				26,420

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		▲ 561				▲ 504				▲ 200				▲ 12				▲ 256				2,250

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		1				▲ 52				▲ 114				▲ 114				▲ 114				8

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		▲ 169				241				292				293				318				3,249

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		▲ 79				▲ 31				▲ 31				▲ 31				▲ 31				426

								　　繰入金 クリイレ キン		▲ 94				474				3				0				▲ 10				328

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		▲ 206				▲ 81				▲ 79				▲ 79				▲ 79				924

								　　寄附金 キフキン		1				0				0				0				0				0

								　　地方債 チホウ サイ		129				513				0				0				0				0

								その他 タ		▲ 418				1,064				71				69				84				4,935

								一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 1,959				▲ 593				▲ 62				▲ 172				▲ 204				19,235



&8&F&A&D&T


その他内訳

その他内訳

その他内訳



補助

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				補助費等 ホジョ ヒ ナド





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.9.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						税の交付金 ゼイ コウフキン				60,917		28.8%		55,091		-9.6%		55,124		0.1%		56,277		2.1%		57,554		2.3%				-100.0%

						大規模 ダイキボ				1,375		-7.3%		891		-35.2%		1,561		75.2%		1,843		18.1%		1,402		-23.9%				-100.0%

						社会保障関係経費 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ				67,077		1.6%		68,009		1.4%		68,953		1.4%		69,911		1.4%		70,881		1.4%				-100.0%

						上記以外 ジョウキ イガイ				53,748		-6.1%		53,943		0.4%		53,969		0.0%		53,967		-0.0%		53,967		0.0%				-100.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				補助費等 ホジョ ヒ ナド								(11,058)				(▲ 5,184)				(1,673)				(2,390)				(1,806)				(▲ 183,804)

										183,118		6.4%		177,934		-2.8%		179,607		0.9%		181,997		1.3%		183,804		1.0%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		13,855		7.6%		13,899		7.8%		14,115		7.9%		14,018		7.7%		14,007		7.6%				0.0%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		62		0.0%		62		0.0%		62		0.0%		63		0.0%		63		0.0%				0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		155		0.1%		155		0.1%		155		0.1%		156		0.1%		156		0.1%				0.0%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		22		0.0%		22		0.0%		22		0.0%		22		0.0%		22		0.0%				0.0%

								　　寄附金 キフキン		22		0.0%		22		0.0%		22		0.0%		22		0.0%		22		0.0%				0.0%

								　　繰入金 クリイレ キン		1,377		0.8%		1,452		0.8%		1,640		0.9%		1,916		1.1%		1,512		0.8%				0.0%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		730		0.4%		731		0.4%		732		0.4%		733		0.4%		734		0.4%				0.0%

								　　地方債 チホウ サイ		0		0.0%		20		0.0%		100		0.1%		70		0.0%		0		0.0%				0.0%

								その他 タ		2,368		1.3%		2,465		1.4%		2,734		1.5%		2,982		1.6%		2,510		1.4%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		166,895		91.1%		161,571		90.8%		162,758		90.6%		164,998		90.7%		167,287		91.0%				0.0%



								税の交付金→ ゼイ コウフキン		60,917		36.5%		55,091		34.1%		55,124		33.9%		56,277		34.1%		57,554		34.4%				0.0%

								税の交付金以外の一般財源→ ゼイ コウフキン イガイ イッパン ザイゲン		105,978		63.5%		106,480		65.9%		107,634		66.1%		108,721		65.9%		109,734		65.6%				0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		税関係交付金は税務課試算をベースに、税と連動して推計。今後、地財仮試算を踏まえ修正。 ゼイ カンケイ コウフキン ゼイムカ シサン ゼイ レンドウ スイケイ コンゴ チザイ カリ シサン フ シュウセイ

				・		社会保障関係経費は、保健福祉部の性質データから当該関係部分を抽出し、1.39％（H30地財伸び率×65歳以上人口R2→R6対全国伸び率0.567）を乗じる。 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ ホケン フクシ ブ セイシツ トウガイ カンケイ ブブン チュウシュツ チザイ ノ リツ サイイジョウ ジンコウ タイ ゼンコク ノ リツ ジョウ

				・		大規模は単純計を使用（全国植樹祭のみ基金繰入金に加算。それ以外の基金繰入金は大規模から削除）し、これ以外は横置き。 ダイキボ タンジュン ケイ シヨウ ゼンコク ショクジュサイ キキン クリイレ キン カサン イガイ キキン クリイレ キン ダイキボ サクジョ イガイ ヨコオ



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						税の交付金 ゼイ コウフキン				58,793		ERROR:#REF!		61,677		4.9%		62,353		1.1%		64,376		3.2%		66,216		2.9%		68,236		3.1%

						大規模 ダイキボ				844		ERROR:#REF!		660		-21.8%		2,032		207.9%		2,314		13.9%		1,689		-27.0%		1,541		-8.8%

						社会保障関係経費 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ				67,333		ERROR:#REF!		66,995		-0.5%		67,730		1.1%		68,474		1.1%		69,225		1.1%		69,985		1.1%

						上記以外 ジョウキ イガイ				55,043		ERROR:#REF!		54,520		-1.0%		54,234		-0.5%		54,234		0.0%		54,234		-0.0%		54,234		-0.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				補助費等 ホジョ ヒ ナド								ERROR:#REF!				(1,839)				(2,497)				(3,049)				(1,967)				(2,632)

										182,013		ERROR:#REF!		183,852		1.0%		186,349		1.4%		189,398		1.6%		191,364		1.0%		193,996		1.4%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		13,547		7.4%		13,510		7.3%		13,521		7.3%		13,531		7.1%		13,542		7.1%		13,553		7.0%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		60		0.0%		58		0.0%		59		0.0%		59		0.0%		59		0.0%		59		0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		105		0.1%		180		0.1%		180		0.1%		180		0.1%		180		0.1%		181		0.1%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		7		0.0%		13		0.0%		13		0.0%		13		0.0%		13		0.0%		13		0.0%

								　　寄附金 キフキン		25		0.0%		24		0.0%		24		0.0%		24		0.0%		24		0.0%		24		0.0%

								　　繰入金 クリイレ キン		1,099		0.6%		1,495		0.8%		2,345		1.3%		2,722

SS17081274: 増要因は主に植樹祭		1.4%		2,134		1.1%		2,136		1.1%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		699		0.4%		674		0.4%		675		0.4%		676		0.4%		677		0.4%		678		0.3%

								　　地方債 チホウ サイ		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								その他 タ		1,995		1.1%		2,444		1.3%		3,295		1.8%		3,673		1.9%		3,087		1.6%		3,090		1.6%

								一般財源 イッパン ザイゲン		166,471		91.5%		167,898		91.3%		169,534		91.0%		172,193		90.9%		174,736		91.3%		177,353		91.4%



								税の交付金→ ゼイ コウフキン		58,793		35.3%		61,677		36.7%		62,353		36.8%		64,376		37.4%		66,216		37.9%		68,236		38.5%

								税の交付金以外の一般財源→ ゼイ コウフキン イガイ イッパン ザイゲン		107,678		64.7%		106,221		63.3%		107,181		63.2%		107,817		62.6%		108,520		62.1%		109,117		61.5%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		税関係交付金は税務課試算をベースに、税と連動して今後推計。 ゼイ カンケイ コウフキン ゼイムカ シサン ゼイ レンドウ コンゴ スイケイ

				・		社会保障関係費は、保健福祉部の性質データから当該関係部分を抽出し、1.093％（R4地財仮試算伸び率1.813％×65歳以上人口R3→R7対全国伸び率60.52％）を乗じる。 シャカイ ホショウ カンケイ ホケン フクシ ブ セイシツ トウガイ カンケイ ブブン チュウシュツ チザイ カリシサン ノ リツ サイイジョウジンコウ タイゼンコクノ リツ ジョウ

				・		大規模は単純計を使用し、それ以外は基金繰入金について各課回答を使用したほかは横置き。 ダイキボ タンジュン ケイ シヨウ イガイ キキンクリイレキン カクカ カイトウ シヨウ ヨコオ



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						税の交付金 ゼイ コウフキン				△ 2,124				6,586				7,228				8,099				8,662				68,236

						大規模 ダイキボ				△ 531				△ 231				471				471				287				1,541

						社会保障関係経費 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ				255				△ 1,014				△ 1,223				△ 1,437				△ 1,656				69,985

						上記以外 ジョウキ イガイ				1,295				577				265				268				267				54,234

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0

				補助費等 ホジョ ヒ ナド						0				0				0				0				0				0

										△ 1,105				5,918				6,742				7,400				7,561				193,996

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		△ 307				△ 389				△ 594				△ 487				△ 465				13,553

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		△ 2				△ 4				△ 4				△ 4				△ 4				59

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		△ 50				25				25				25				25				181

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		△ 15				△ 10				△ 10				△ 10				△ 10				13

								　　寄附金 キフキン		3				2				2				2				2				24

								　　繰入金 クリイレ キン		△ 279				43				705				806				622				2,136

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		△ 31				△ 56				△ 57				△ 57				△ 57				678

								　　地方債 チホウ サイ		0				△ 20				△ 100				△ 70				0				0

								その他 タ		△ 374				△ 21				561				692				577				3,090

								一般財源 イッパン ザイゲン		△ 424				6,327				6,776				7,195				7,448				177,353

								税の交付金→ ゼイ コウフキン		△ 2,124				6,586				7,228				8,099				8,662				68,236

								税の交付金以外の一般財源→ ゼイ コウフキン イガイ イッパン ザイゲン		1,700				△ 259				△ 453				△ 903				△ 1,214				109,117



&8&F&A&D&T


概算要求基準が出たら社会保障関係費の伸び率を見直すこと
地財仮試算から税交付金を見直すこと



補助（個）

				補助費等推計（個票） ホジョ ヒ トウ スイケイ コヒョウ

						【作業手順】 サギョウ テジュン

						①　税関係交付金は税務課の試算額をベースに算出。 ゼイ カンケイ コウフキン ゼイムカ シサン ガク サンシュツ

						②　社会保障関係経費は予算編成システムから保福の性質データを出力し、震災分、災害救助費、公営企業負担金を除く額を算出。伸び率は地財から推計。 シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ ヨサン ヘンセイ ホ フク セイシツ シュツリョク シンサイ ブン サイガイ キュウジョ ヒ コウエイ キギョウ フタン キン ノゾ ガク サンシュツ ノ リツ チザイ スイケイ

						③　①、②以外は横置き。 イガイ ヨコオ

								【実績】 ジッセキ

								R2当初 トウショ														R2最終予算 サイシュウ ヨサン														R3当初 トウショ

								補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ				補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ				補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ

										うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ				うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ				うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ

				事業費 ジギョウヒ				183,118		59,528				67,077		56,513		1,377		122,213		182,013		58,793		844		67,333		55,043		957		121,419		183,852		61,677		660		66,995		54,520		1,319		120,196

				財源区分 ザイゲン クブン		国庫 コッコ		13,855						1,164		12,690				13,855		13,547						1,050		12,497				13,547		13,510						956		12,554				13,510

						分担金
負担金 ブンタンキン フタンキン		62						17		45				62		60						16		43				60		58						16		42				58

						使用料
手数料 シヨウリョウ テスウリョウ		155						11		144				155		105						12		93				105		180						11		169				180

						財産収入 ザイサン シュウニュウ		22						0		22				22		7						0		7				7		13						0		13				13

						寄附金 キフキン		22						0		22				22		25								25				25		24								24				24

						繰入金 クリイレ キン		1,377						1,068		309		1,377		0		1,099				142		829		128		957		0		1,495				176		1,012		308		1,319		0

						諸収入 ショ シュウニュウ		730						85		645				730		699								699				699		674						79		595				674

						地方債 チホウ サイ								0		0				0										0				0										0				0

						その他 タ										0				0										0				0										0				0

						一般財源 イッパン ザイゲン		166,895		59,528		0		64,732		42,635		0		107,367		166,471		58,793		702		65,425		41,551		0		106,976		167,898		61,677		484		64,921		40,816		0		105,737

																												↓

																												財源対策の復元（+596百万円）に伴い、当初予算から増 ザイゲン タイサク フクゲン ヒャクマンエン トモナ トウショ ヨサン ゾウ



								【推計】 スイケイ

								R4														R5														R6														R7

								補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ				補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ				補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ				補助費等　計① ホジョ ヒ トウ ケイ										④＋⑤の内訳 ウチワケ

										うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ				うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ				うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ				うち税関係交付金② ゼイ カンケイ コウフキン		大規模③ ダイキボ		うち社会保障関係経費④ シャカイ ホショウ カンケイ ケイヒ		うち②～④以外　⑤ イガイ		基金 キキン		基金以外 キキン イガイ

				事業費 ジギョウヒ				186,349		62,353		2,032		67,730		54,234		1,045		120,920		189,398		64,376		2,314		68,474		54,234		1,056		121,652		191,364		66,216		1,689		69,225		54,234		1,067		122,392		193,996		68,236		1,541		69,985		54,234		1,078		123,140

				財源区分 ザイゲン クブン		国庫 コッコ		13,521						966		12,554				13,521		13,531						977		12,554				13,531		13,542						987		12,554				13,542		13,553						998		12,554				13,553

						分担金
負担金 ブンタンキン フタンキン		59						16		42				59		59						16		42				59		59						17		42				59		59						17		42				59

						使用料
手数料 シヨウリョウ テスウリョウ		180						11		169				180		180						12		169				180		180						12		169				180		181						12		169				181

						財産収入 ザイサン シュウニュウ		13						0		13				13		13						0		13				13		13						0		13				13		13						0		13				13

						寄附金 キフキン		24						0		24				24		24						0		24				24		24						0		24				24		24						0		24				24

						繰入金 クリイレ キン		2,345				1,300		1,023		22		1,045		0		2,722				1,666		1,034		22		1,056		0		2,134				1,067		1,045		22		1,067		0		2,136				1,058		1,057		22		1,078		0

						諸収入 ショ シュウニュウ		675						80		595				675		676						81		595				676		677						82		595				677		678						83		595				678

						地方債 チホウ サイ		0						0		0				0		0						0		0				0		0						0		0				0		0						0		0				0

						その他 タ		0						0		0				0		0						0		0				0		0						0		0				0		0						0		0				0

						一般財源 イッパン ザイゲン		169,534		62,353		732		65,633		40,816				106,449		172,193		64,376		648		66,353		40,816				107,169		174,736		66,216		622		67,082		40,816				107,898		177,353		68,236		483		67,818		40,816				108,634

										↓				↓

										税務課推計額を使用 ゼイムカ スイケイ ガク シヨウ				R3→R4の地財伸び率＋1.813％に対し、65歳以上人口のR3→Ｒ７伸び率の本県対全国比60.52％を乗じた＋1.097％とするR2→R3の地財計画上の伸び率1.095％を乗じる チザイ ノ リツ タイ サイイジョウ ジンコウ ノ リツ ホンケン タイゼンコクヒ ジョウ チ ザイ ケイカク ウエ ノ リツ ジョウ		繰入金は基金調を採用（返還金、社保分を除く） クリイレ キン キキン シラベ サイヨウ ヘンカンキン シャホ ブン ノゾ

																						65歳以上人口 サイイジョウ ジンコウ

																								R2		R3		R4		R5		R6		R7

																						全国 ゼンコク		36,192		36,386		36,479		36,584		36,704		36,771		←社人研人口推計（H29）【千人】 シャジンケン ジンコウ スイケイ センニン

																						対前年比 タイ ゼンネンヒ				0.533%		0.255%		0.287%		0.327%		0.182%

																						岩手県 イワテケン		409,960		410,617		411,275		411,932		412,590		413,247		←社人研人口推計（H29）【人】、ただしR2、R7しか分からないためR3～R6は平均を取っている シャジンケン ジンコウ スイケイ ニン ワ ヘイキン ト

																						対前年比 タイ ゼンネンヒ				0.160%		0.160%		0.160%		0.159%		0.159%

																						伸び率全国比 ノ リツ ゼンコク ヒ				30.03%		62.70%		55.60%		48.74%		87.31%

																																Ｒ2～Ｒ6		Ｒ3～Ｒ7

																														全国対Ｒ2比 ゼンコク タイ ヒ		1.4%		1.1%

																														県対Ｒ2比 ケン タイ ヒ		0.6%		0.6%

																														伸び率全国比 ノ リツ ゼンコク ヒ		45.34%		60.52%

														1.098%

																						社会保障関係費 シャカイホショウカンケイヒ				275,116		280,105

																						伸び率 ノ リツ						1.813%



【R3の試算方法】
〔サマレビ〕R3地方財政計画（地方団体の歳入歳出総額の見込額）ｐ.37の社会保障施策経費の地方負担額22兆848億円に対するR2の21兆8,456億円からの伸び率1.095％を採用
〔サマレビ後〕R4地財仮試算（仮）の社会保障関係費伸び率＋1.813％に対し、65歳以上人口のR3→R7全国伸び率＋1.1％と本県伸び率＋0..6％の比率60.52％を乗じた1.098%を採用

予算システムから保福分の性質データを出力し、震災分、病院負担金、災害救助費、コロナ分を除外して算出。



維補

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				維持補修費 イジ ホシュウ ヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.9																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						維持修繕費 イジ シュウゼン ヒ				9,961		6.4%		10,332		3.7%		10,716		3.7%		11,115		3.7%		11,529		3.7%				0.0%

						道路除雪 ドウロ ジョセツ				3,278		-24.8%		3,400		3.7%		3,527		3.7%		3,658		3.7%		3,795		3.7%		0		ERROR:#DIV/0!

												-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						その他(大口支出） タ オオグチ シシュツ						ERROR:#DIV/0!		46		ERROR:#DIV/0!		39		-15.2%		3		-92.3%		9		200.0%		0		ERROR:#DIV/0!

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				維持補修費 イジ ホシュウ ヒ								(▲ 1,517)				(539)				(504)				(494)				(556)				(0)

										13,239		-10.3%		13,778		4.1%		14,282		3.7%		14,777		3.5%		15,333		3.8%				0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		1,076		8.1%		1,116		8.1%		1,157		8.1%		1,201		8.1%		1,245		8.1%				10.4%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		1,338		10.1%		1,387		10.1%		1,439		10.1%		1,493		10.1%		1,548		10.1%				9.1%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		22		0.2%		23		0.2%		24		0.2%		25		0.2%		25		0.2%				0.1%

								　　繰入金 クリイレ キン		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%				1.4%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		257		1.9%		266		1.9%		276		1.9%		287		1.9%		297		1.9%				3.3%

								　　地方債 チホウ サイ		100		0.8%		100		0.7%		100		0.7%		100		0.7%		100		0.7%				5.0%

								その他 タ		1,716		13.0%		1,777		12.9%		1,839		12.9%		1,904		12.9%		1,971		12.9%		0		18.9%

								一般財源 イッパン ザイゲン		10,447		78.9%		10,885		79.0%		11,286		79.0%		11,672		79.0%		12,116		79.0%				70.7%

				推計方法 スイケイ ホウホウ										3.7%				3.7%				3.7%				3.7%

				・		R3以降、毎年3.72％増（地財の５年平均伸び率）を見込む（除雪も同様）。緊急浚渫推進事業債はR2当初の100百万円をR6まで据置。 イコウ マイトシ ゾウ チザイ ネン ヘイキン ノ リツ ミコ ジョセツ ドウヨウ キンキュウ シュンセツ スイシン ジギョウ サイ トウショ ヒャクマン エン スエオキ

				・		大規模、大口の主な事業について、R3以降のその他（大口支出）欄において、まずR2の大規模等の分を一旦控除の上、R3以降の大規模等の分を加算している。（昨年度と同様） ダイキボ オオグチ オモ ジギョウ イコウ タ オオグチ シシュツ ラン ダイキボ トウ ブン イッタン コウジョ ウエ イコウ ダイキボ トウ ブン カサン サクネンド ドウヨウ





				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						維持修繕費 イジ シュウゼン ヒ				9,763		ERROR:#REF!		9,533		-2.4%		9,847		3.3%		10,170		3.3%		10,504		3.3%		10,849		3.3%

						道路除雪 ドウロ ジョセツ				6,429		ERROR:#REF!		3,227		-49.8%		3,333		3.3%		3,442		3.3%		3,555		3.3%		3,672		3.3%

												ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

						その他(大規模） タ ダイキボ						ERROR:#REF!		420		ERROR:#DIV/0!		741		76.5%		780		5.3%		721		-7.6%		723		0.3%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		0		ERROR:#DIV/0!

				維持補修費 イジ ホシュウ ヒ								ERROR:#REF!				(▲ 3,012)				(740)				(472)				(388)				(464)

										16,192		ERROR:#REF!		13,180		-18.6%		13,920		5.6%		14,392		3.4%		14,780		2.7%		15,244		3.1%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		990		6.1%		1,061		8.1%		1,096		7.9%		1,132		7.9%		1,169		7.9%		1,207		7.9%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン				0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		1,258		7.8%		1,312		10.0%		1,355		9.7%		1,399		9.7%		1,445		9.8%		1,493		9.8%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		21		0.1%		22		0.2%		22		0.2%		23		0.2%		24		0.2%		25		0.2%

								　　繰入金 クリイレ キン				0.0%				0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		249		1.5%		264		2.0%		273		2.0%		282		2.0%		291		2.0%		301		2.0%

								　　地方債 チホウ サイ				0.0%		1		0.0%		35		0.3%		15		0.1%		35		0.2%		15		0.1%

								その他 タ		1,529		9.4%		1,599		12.1%		1,685		12.1%		1,720		11.9%		1,796		12.1%		1,833		12.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		13,673		84.4%		10,520		79.8%		11,139		80.0%		11,541		80.2%		11,816		79.9%		12,204		80.1%

				推計方法 スイケイ ホウホウ														3.29%				3.29%				3.29%				3.29%

				・		R3以降、毎年3.29％増（地財の５年平均伸び率）を見込む（除雪も同様）。緊急浚渫推進事業債はR3当初の1百万円（河川海岸）をR6まで据置。 イコウ マイトシ ゾウ チザイ ネン ヘイキン ノ リツ ミコ ジョセツ ドウヨウ キンキュウ シュンセツ スイシン ジギョウ サイ トウショ ヒャクマン エン カセンカイガン スエオキ

				・		大規模は、R3の維持補修費分（防災ヘリ及び水門陸閘）を一旦控除の上、R4以降の分を加算している。県債は大規模の計上額（防災ヘリ）をそのまま計上。 ダイキボ イジホシュウヒブン ボウサイ オヨ スイモンリッコウ イッタンコウジョ ウエ イコウ ブン カサン ケンサイ ダイキボ ケイジョウガク ボウサイ ケイジョウ





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						維持修繕費 イジ シュウゼン ヒ				▲ 197				▲ 798				▲ 870				▲ 945				▲ 1,025				10,849

						道路除雪 ドウロ ジョセツ				3,151				▲ 174				▲ 194				▲ 216				▲ 239				3,672

										0				0				0				0				0				0

						その他(大口支出） タ オオグチ シシュツ				0				374				702				777				712				723

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0

				補助費等 ホジョ ヒ ナド

										2,953				▲ 598				▲ 362				▲ 384				▲ 552				15,244

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		▲ 86				▲ 55				▲ 62				▲ 69				▲ 76				1,207

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		0				0				0				0				0				0

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		▲ 80				▲ 76				▲ 84				▲ 93				▲ 103				1,493

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		▲ 1				▲ 1				▲ 1				▲ 2				▲ 2				25

								　　繰入金 クリイレ キン		0				0				0				0				0				0

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		▲ 8				▲ 2				▲ 3				▲ 5				▲ 6				301

								　　地方債 チホウ サイ		▲ 100				▲ 99				▲ 65				▲ 85				▲ 65				15

								その他 タ		▲ 188				▲ 178				▲ 154				▲ 184				▲ 176				1,833

								一般財源 イッパン ザイゲン		3,227				▲ 365				▲ 146				▲ 131				▲ 301				12,204

								地財 チ ザイ				本県決算（通常分） ホンケン ケッサン ツウジョウ ブン

						H21						11,054,592

						H22		9,663				10,627,985		-3.9%

						H23		9,612		-0.5%		10,929,463		2.8%

						H24		9,667		0.6%		10,036,429		-8.2%

						H25		9,889		2.3%		11,774,597		17.3%

						H26		10,357		4.7%		12,174,727		3.4%

						H27		11,601		12.0%		12,468,181		2.4%

						Ｈ28		12,198		5.1%		15,869,378		27.3%

						Ｈ29		12,621		3.5%		14,516,838		-8.5%

						Ｈ30		13,079		3.6%		13,217,181		-9.0%

						R1		13,491		3.2%		13,555,593		2.6%

						R2		14,469		7.2%		平均伸率 ヘイキン ノ リツ		1.74%

						R3		14,694		1.6%

								平均伸率 ヘイキン ノ リツ		3.29%



&8&F&A&D&T




積立

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				積立金 ツミタテ キン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.6.19																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						積立金 ツミタテ キン				3,887		-71.5%		4,036		3.8%		3,857		-4.4%		3,857		-0.0%		3,722		-3.5%				-100.0%

						調整 チョウセイ						-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				積立金 ツミタテ キン								(▲ 219)				(149)				(▲ 179)				(▲ 0)				(▲ 135)				(▲ 3,722)

										3,887		-5.3%		4,036		3.8%		3,857		-4.4%		3,857		-0.0%		3,722		-3.5%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		1,729		44.5%		1,864		46.2%		1,804		46.8%		1,804		46.8%		1,804		48.5%				0.0%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		60		1.5%		60		1.5%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		0		0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		6		0.2%		2		0.0%		1		0.0%		1		0.0%		1		0.0%				0.0%

								　　繰入金 クリイレ キン				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　寄附金 キフキン				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		45		1.2%		38		0.9%		38		1.0%		38		1.0%		38		1.0%				0.0%

								その他 タ		111		2.8%		99		2.4%		39		1.0%		39		1.0%		39		1.0%		0		0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		2,047		52.7%		2,073		51.4%		2,014		52.2%		2,014		52.2%		1,879		50.5%		0		0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降は各課推計をベースに調整（いわての森林づくり基金は森林づくり県民税が継続するとしてR3以降横置きとした。税でも見込む。） イコウ カクカ スイケイ チョウセイ シンリン キキン シンリン ケンミンゼイ ケイゾク イコウ ヨコオ ゼイ ミコ

				・		R1最終予算額からは便宜上財政調整基金への実質収支の半分積立を除く。（別途加算） サイシュウ ヨサン ガク ベンギ ジョウ ザイセイ チョウセイ キキン ジッシツ シュウシ ハンブン ツミタテ ノゾ ベット カサン



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.17																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						積立金 ツミタテ キン				11,315		ERROR:#REF!		3,158		-72.1%		3,748		18.7%		3,680		-1.8%		3,680		-0.0%		3,680		-0.0%

						調整 チョウセイ				△ 6,543

SS17081274: 実質収支の半分6,543,199千円		ERROR:#REF!				-100.0%				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				積立金 ツミタテ キン								ERROR:#REF!				(▲ 1,614)				(591)				(▲ 69)				(▲ 0)				(▲ 0)

										4,772		ERROR:#REF!		3,158		-33.8%		3,748		18.7%		3,680		-1.8%		3,680		-0.0%		3,680		-0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		2,228		46.7%		1,283		40.6%		1,755		46.8%		1,755		47.7%		1,755		47.7%		1,755		47.7%

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		60		1.2%		60		1.9%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		0		0.0%		0		0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		8		0.2%		3		0.1%		6		0.2%		6		0.2%		6		0.2%		6		0.2%

								　　繰入金 クリイレ キン		9		0.2%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　寄附金 キフキン				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		80		1.7%		38		1.2%		38		1.0%		38		1.0%		38		1.0%		38		1.0%

								その他 タ		157		3.3%		101		3.2%		44		1.2%		43		1.2%		43		1.2%		43		1.2%

								一般財源 イッパン ザイゲン		2,387		50.0%		1,774		56.2%		1,950		52.0%		1,882		51.1%		1,882		51.1%		1,882		51.1%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R4以降は各課推計をベースに調整。 イコウ カクカ スイケイ チョウセイ

				・		R2最終予算額からは便宜上財政調整基金への実質収支の半分積立を除く。（別途加算） サイシュウ ヨサン ガク ベンギ ジョウ ザイセイ チョウセイ キキン ジッシツ シュウシ ハンブン ツミタテ ノゾ ベット カサン



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						積立金 ツミタテ キン				7,429				▲ 878				▲ 109				▲ 177				▲ 42				3,680

						調整 チョウセイ				▲ 6,543				0				0				0				0				0

				積立金 ツミタテ キン

										885				▲ 878				▲ 109				▲ 177				▲ 42				3,680

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		499				▲ 581				▲ 50				▲ 50				▲ 50				1,755

								　　分担金負担金 ブンタンキン フタンキン		0				0				0				0				0				0

								　　使用料手数料 シヨウ リョウ テスウリョウ		0				0				0				0				0				0

								　　財産収入 ザイサン シュウニュウ		2				2				5				5				5				6

								　　繰入金 クリイレ キン		9				0				0				0				0				0

								　　寄附金 キフキン		0				0				0				0				0				0

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		35				0				0				0				0				38

								その他 タ		46				2				5				5				5				43

								一般財源 イッパン ザイゲン		340				▲ 299				▲ 63				▲ 132				3				1,882



&8&F&A&T


医療介護基金がちょっと弱い（R7に残高ゼロ）



投資

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.6.8																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシ キン				2		-80.0%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%		0		-100.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン								(▲ 8)				(0)				(0)				(0)				(0)				(▲ 2)

										2		-80.0%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%		2		0.0%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				寄附金 キフキン				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								地方債 チホウ サイ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		2		100.0%		2		100.0%		2		100.0%		2		100.0%		2		100.0%		0		0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ



						産業人材奨学金返還支援基金 サンギョウ ジンザイ ショウガクキン ヘンカン シエン キキン		商工 ショウコウ				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%				0.0%

						工水出資金 コウ ミズ シュッシキン		環境 カンキョウ				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%				0.0%

						県立病院 ケンリツ ビョウイン		保健 ホケン				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%				0.0%

						農業信用基金 ノウギョウ シンヨウ キキン		農林 ノウリン		2.424		121.2%		2.424		121.2%		2.424		121.2%		2.424		121.2%		2.424		121.2%				0.0%

						漁業信用基金 ギョギョウ シンヨウ キキン		農林 ノウリン				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%				0.0%

						公庫出資 コウコ シュッシ		総務 ソウム				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%				0.0%

						計 ケイ				2.424		121.2%		2.424		121.2%		2.424		121.2%		2.424		121.2%		2.424		1.2		0.000		0.0

				・		R2当初横置き トウショ ヨコオ

				・		産業人材奨学金返還支援基金出捐金（商工）については、例年（Ｈ29以降）、企業版ふるさと納税の実績等を踏まえ、２月補正予算措置。 サンギョウ ジンザイ ショウガクキン ヘンカン シエン キキン シュツエン キン ショウコウ レイネン イコウ キギョウ バン ノウゼイ ジッセキ トウ フ ガツ ホセイ ヨサン ソチ



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.3																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシ キン				17		ERROR:#REF!		102		500.0%		102		0.0%		102		0.0%		102		0.0%		102		0.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン								ERROR:#REF!				(85)				(0)				(0)				(0)				(0)

										17		ERROR:#REF!		102		500.0%		102		0.0%		102		0.0%		102		0.0%		102		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				寄附金 キフキン		3		19.4%		50		49.0%		50		49.0%		50		49.0%		50		49.0%		50		49.0%

								地方債 チホウ サイ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		14		80.6%		52		51.0%		52		51.0%		52		51.0%		52		51.0%		52		51.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ



						産業人材奨学金返還支援基金 サンギョウ ジンザイ ショウガクキン ヘンカン シエン キキン		商工 ショウコウ		8.540		50.2%		100.000		98.0%		100.000		98.0%		100.000		98.0%		100.000		98.0%		100.000		98.0%

						工水出資金 コウ ミズ シュッシキン		環境 カンキョウ				0.0%				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%

						県立病院 ケンリツ ビョウイン		保健 ホケン				0.0%				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%

						農業信用基金 ノウギョウ シンヨウ キキン		農林 ノウリン		8.062		47.4%		2.073		2.0%		2.073		2.0%		2.073		2.0%		2.073		2.0%		2.073		2.0%

						漁業信用基金 ギョギョウ シンヨウ キキン		農林 ノウリン				0.0%				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%

						公庫出資 コウコ シュッシ		総務 ソウム				0.0%				0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%		0.000		0.0%

						計 ケイ				16.602		97.7%		102.073		100.1%		102.073		100.1%		102.073		100.1%		102.073		100.1%		102.073		1.0

				・		R3当初横置き トウショ ヨコオ

				・		産業人材奨学金返還支援基金出捐金（商工）については、R3以降当初予算措置。 サンギョウ ジンザイ ショウガクキン ヘンカン シエン キキン シュツエン キン ショウコウ イコウ トウショヨサンソチ



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシ キン				15				100				100				100				100				102

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0

				投資及び出資金 トウシ オヨ シュッシキン

										15				100				100				100				100				102

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		3				50				50				50				50				50

								地方債 チホウ サイ		0				0				0				0				0				0

								一般財源 イッパン ザイゲン		12				50				50				50				50				52

				推計方法 スイケイ ホウホウ



						産業人材奨学金返還支援基金 サンギョウ ジンザイ ショウガクキン ヘンカン シエン キキン		商工 ショウコウ		9				100				100				100				100				100

						工水出資金 コウ ミズ シュッシキン		環境 カンキョウ		0				0				0				0				0				0

						県立病院 ケンリツ ビョウイン		保健 ホケン		0				0				0				0				0				0

						農業信用基金 ノウギョウ シンヨウ キキン		農林 ノウリン		6				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				2

						漁業信用基金 ギョギョウ シンヨウ キキン		農林 ノウリン		0				0				0				0				0				0

						公庫出資 コウコ シュッシ		総務 ソウム		0				0				0				0				0				0

						計 ケイ				14				100				100				100				100				102





&8&F&A&D&T




貸付

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				貸付金 カシツケ キン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.7.9																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						貸付金 カシツケ キン				46,859		12.4%		46,859		0.0%		46,859		0.0%		46,859		0.0%		46,859		0.0%				-100.0%

						大規模 ダイキボ				2,753		712.3%		11		-99.6%		1,874		16938.4%		1,835		-2.1%		3,391		84.8%				-100.0%

				貸付金 カシツケ キン								(7,576)				(▲ 2,742)				(1,863)				(▲ 39)				(1,556)				(▲ 50,250)

										49,612		18.0%		46,870		-5.5%		48,733		4.0%		48,694		-0.1%		50,250		3.2%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%		0		0.0%

								　　繰入金 クリイレ キン		305		0.6%		305		0.7%		305		0.6%		305		0.6%		305		0.6%				0.0%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		46,271		93.3%		46,271		98.7%		46,271		94.9%		46,271		95.0%		46,271		92.1%				0.0%

								　　県債 ケンサイ		2,635		5.3%		8		0.0%		1,867		3.8%		1,728		3.5%		3,294		6.6%				0.0%

								その他 タ		49,211		99.2%		46,584		99.4%		48,443		99.4%		48,304		99.2%		49,870		99.2%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		401		0.8%		286		0.6%		290		0.6%		390		0.8%		380		0.8%				0.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		調整欄に①産業廃棄物処理施設整備事業促進費分（県債＋一財）を大規模ベースで各年度に、②済生会貸付（全額県債）はR2のみ1,500百万円を計上。それ以外を横置き（繰入金（基金）含む） チョウセイ ラン サンギョウ ハイキブツ ショリ シセツ セイビ ジギョウ ソクシン ヒ ブン ケンサイ イチザイ ダイキボ カクネンド サイセイカイ カシツケ ゼンガク ケンサイ ヒャクマンエン ケイジョウ イガイ ヨコオ クリイレ キン キキン フク





				今回推計 コンカイ スイケイ				3.8.4																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						貸付金 カシツケ キン				40,447		ERROR:#REF!		42,343		4.7%		42,343		0.0%		42,343		0.0%		42,343		0.0%		42,343		0.0%

						大規模 ダイキボ				2,204		ERROR:#REF!		519		-76.5%		1,815		249.7%		1,876		3.4%		3,928		109.4%				-100.0%

				貸付金 カシツケ キン								ERROR:#REF!				(211)				(1,296)				(61)				(2,052)				(▲ 3,928)

										42,651		ERROR:#REF!		42,862		0.5%		44,158		3.0%		44,219		0.1%		46,271		4.6%		42,343		-8.5%

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								　　繰入金 クリイレ キン		304		0.7%		373		0.9%		373		0.8%		373		0.8%		373		0.8%		373		0.9%

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		39,877

SS17081274: R3が伸びたように見えるが、実際にはR2_2月補正で△6,388百万円（制度融資の実績見合い）		93.5%		41,764		97.4%		41,764		94.6%		41,764		94.4%		41,764		90.3%		41,764		98.6%

								　　県債 ケンサイ		2,170		5.1%		460		1.1%		1,799		4.1%		1,861		4.2%		3,812		8.2%				0.0%

								その他 タ		42,352		99.3%		42,597		99.4%		43,936		99.5%		43,998		99.5%		45,949		99.3%		42,137		99.5%

								一般財源 イッパン ザイゲン		299		0.7%		265		0.6%		222		0.5%		221		0.5%		322

SS17081274: 一財の伸びは産廃処理		0.7%		206		0.5%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		大規模欄に①産業廃棄物処理施設整備事業促進費分（県債＋一財）を大規模ベースで各年度に、②済生会貸付（全額県債）はR2のみ1,500百万円を計上。それ以外を横置き（繰入金（基金）含む） ダイキボ ラン サンギョウ ハイキブツ ショリ シセツ セイビ ジギョウ ソクシン ヒ ブン ケンサイ イチザイ ダイキボ カクネンド サイセイカイ カシツケ ゼンガク ケンサイ ヒャクマンエン ケイジョウ イガイ ヨコオ クリイレ キン キキン フク





				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						貸付金 カシツケ キン				▲ 6,412				▲ 4,516				▲ 4,516				▲ 4,516				▲ 4,516				42,343

						調整 チョウセイ				▲ 549				508				▲ 59				41				537				0

				貸付金 カシツケ キン

										▲ 6,961				▲ 4,008				▲ 4,575				▲ 4,475				▲ 3,979				42,343

				財源区分 ザイゲン クブン				国庫 コッコ		0				0				0				0				0				0

								　　繰入金 クリイレ キン		▲ 1				68				68				68				68				373

								　　諸収入 ショ シュウニュウ		▲ 6,393				▲ 4,507				▲ 4,507				▲ 4,507				▲ 4,507				41,764

								　　県債 ケンサイ		▲ 465				452				▲ 68				133				518				0

								その他 タ		▲ 6,859				▲ 3,987				▲ 4,507				▲ 4,306				▲ 3,921				42,137

								一般財源 イッパン ザイゲン		▲ 102				▲ 21				▲ 68				▲ 169				▲ 58				206



&8&F&D&T




繰出

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				繰出金 クリ シュッキン





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.6.19																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						繰出金 クリ シュッキン				10,290		-9.3%		10,336		0.4%		10,282		-0.5%		10,159		-1.2%		10,267		1.1%				-100.0%

						調整 チョウセイ						ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				繰出金 クリ シュッキン								(▲ 1,049)				(46)				(▲ 54)				(▲ 123)				(108)				(▲ 10,267)

										10,290		-9.3%		10,336		0.4%		10,282		-0.5%		10,159		-1.2%		10,267		1.1%				-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン				繰入金 クリイレ キン				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

												0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		10,290		100.0%		10,336		100.0%		10,282		100.0%		10,159		100.0%		10,267		100.0%				100.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3以降は各課推計等による（公債管理特会（事務費）はR2横置き）。下水道は法適化に伴いR2から補助費等へ。 イコウ カクカ スイケイ トウ コウサイ カンリ トッカイ ジムヒ ヨコオ ゲスイドウ ホウ テキ カ トモナ ホジョ ヒ トウ

						母子寡婦 ボシ カフ		保健 ホケン		21.083		0.2%		21.083		0.2%		21.083		0.2%		21.083		0.2%		21.083		ERROR:#DIV/0!				0.5%

						中小特会 チュウショウ トク カイ		商工 ショウコウ		8.023		0.1%		8.023		0.1%		8.023		0.1%		8.023		0.1%		8.023		ERROR:#DIV/0!				0.4%

						国保 コクホ		保健 ホケン		6778.025		59.4%		6778.025		59.5%		6778.025		57.3%		6778.025		59.4%		6778.025		ERROR:#DIV/0!				0.1%

						県有林 ケンユウ ハヤシ		農林 ノウリン		3029.351		26.6%		3,104.000		27.3%		3,095.000		26.1%		2,991.000		26.2%		3,107.000		ERROR:#DIV/0!				58.1%

						林改資金 ハヤシ アラタ シキン		農林 ノウリン		0.690		0.0%		0.690		0.0%		0.690		0.0%		0.690		0.0%		0.690		ERROR:#DIV/0!				0.1%

						沿改資金 エン アラタ シキン		農林 ノウリン		0.780		0.0%		0.780		0.0%		0.780		0.0%		0.780		0.0%		0.780		ERROR:#DIV/0!				0.0%

						就農支援 シュウノウ シエン		県土 ケンド				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!				0.0%

						下水道 ゲスイドウ		県土 ケンド		0.000		0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!				16.8%

						港湾 コウワン		県土 ケンド		437.526		3.8%		408.950		3.6%		364.027		3.1%		345.121		3.0%		336.683		ERROR:#DIV/0!				26.4%

						公債 コウサイ		総務 ソウム		14.360		0.1%		14.360		0.1%		14.360		0.1%		14.360		0.1%		14.360		ERROR:#DIV/0!				0.3%

						計 ケイ				10,289.838		90.2%		10,335.911		90.8%		10,281.988		86.9%		10,159.082		89.0%		10,266.644		ERROR:#DIV/0!		0.000		102.5%

								公債管理除き→ コウサイ カンリ ノゾ		10,275.478				10,321.551				10,267.628				10,144.722				10,252.284				0.000



				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.16																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						繰出金 クリ シュッキン				10,291		ERROR:#REF!		10,014		-2.7%		9,999		-0.1%		9,876		-1.2%		9,983		1.1%		10,070		0.9%

						調整 チョウセイ						ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				繰出金 クリ シュッキン								ERROR:#REF!				(▲ 277)				(▲ 15)				(▲ 123)				(107)				(87)

										10,291		ERROR:#REF!		10,014		-2.7%		9,999		-0.1%		9,876		-1.2%		9,983		1.1%		10,070		0.9%

				財源区分 ザイゲン クブン				繰入金 クリイレ キン				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

												0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		10,291		100.0%		10,014		100.0%		9,999		100.0%		9,876		100.0%		9,983		100.0%		10,070		100.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R4以降は各課推計等による（公債管理特会（事務費）はR3横置き）。下水道は法適化に伴い補助費等へ（推計不要）。 イコウ カクカ スイケイ トウ コウサイ カンリ トッカイ ジムヒ ヨコオ ゲスイドウ ホウ テキ カ トモナ ホジョ ヒ トウ スイケイフヨウ

						母子寡婦 ボシ カフ		保健 ホケン		22.737		0.2%		19.095		0.2%		19.095		0.2%		19.095		0.2%		19.095		0.2%		19.095		ERROR:#DIV/0!

						中小特会 チュウショウ トク カイ		商工 ショウコウ		7.075		0.1%		7.832		0.1%		7.832		0.1%		7.832		0.1%		7.832		0.1%		7.832		ERROR:#DIV/0!

						国保 コクホ		保健 ホケン		6,828.802		66.4%		6508.032		63.0%		6508.032		63.3%		6508.032		64.1%		6508.032		63.4%		6508.032		ERROR:#DIV/0!

						県有林 ケンユウ ハヤシ		農林 ノウリン		3,003.948		29.2%		3050.083		29.5%		3,095.000		30.1%		2,991.000		29.4%		3,107.000		30.3%		3,215.000		ERROR:#DIV/0!

						林改資金 ハヤシ アラタ シキン		農林 ノウリン		0.000		0.0%		0.633		0.0%		0.633		0.0%		0.633		0.0%		0.633		0.0%		0.633		ERROR:#DIV/0!

						沿改資金 エン アラタ シキン		農林 ノウリン		0.000		0.0%		0.627		0.0%		0.627		0.0%		0.627		0.0%		0.627		0.0%		0.627		ERROR:#DIV/0!

						就農支援 シュウノウ シエン		県土 ケンド				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!

						下水道 ゲスイドウ		県土 ケンド				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!

						港湾 コウワン		県土 ケンド		413.763		4.0%		414.910		4.0%		354.926		3.5%		336.019		3.3%		327.582		3.2%		306.222		ERROR:#DIV/0!

						公債 コウサイ		総務 ソウム		14.176		0.1%		12.400		0.1%		12.400		0.1%		12.400		0.1%		12.400		0.1%		12.400		ERROR:#DIV/0!

						計 ケイ				10,290.501		100.0%		10,013.612		96.9%		9,998.545		97.2%		9,875.638		97.2%		9,983.201		97.2%		10,069.841		ERROR:#DIV/0!

								公債管理除き→ コウサイ カンリ ノゾ		10,276.325				10,001.212				9,986.145				9,863.238				9,970.801				10,057.441



				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						繰出金 クリ シュッキン				1				▲ 322				▲ 283				▲ 283				▲ 284				10,070

						調整 チョウセイ				0				0				0				0				0				0

				繰出金 クリ シュッキン

										1				▲ 322				▲ 283				▲ 283				▲ 284				10,070

				財源区分 ザイゲン クブン				繰入金 クリイレ キン		0				0				0				0				0				0

										0				0				0				0				0				0

								一般財源 イッパン ザイゲン		1				▲ 322				▲ 283				▲ 283				▲ 284				10,070

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		各課推計による カクカ スイケイ

						母子寡婦 ボシ カフ		保健 ホケン		2				▲ 2				▲ 2				▲ 2				▲ 2				19

						中小特会 チュウショウ トク カイ		商工 ショウコウ		▲ 1				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				8

						国保 コクホ		農林 ノウリン		51				▲ 270				▲ 270				▲ 270				▲ 270				6,508

						県有林 ケンユウ ハヤシ		農林 ノウリン		▲ 25				▲ 54				0				0				0				3,215

						林改資金 ハヤシ アラタ シキン		農林 ノウリン		▲ 1				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				1

						沿改資金 エン アラタ シキン		農林 ノウリン		▲ 1				▲ 0				▲ 0				▲ 0				▲ 0				1

						就農支援 シュウノウ シエン		県土 ケンド		0				0				0				0				0				0

						下水道 ゲスイドウ		県土 ケンド		0				0				0				0				0				0

						港湾 コウワン		県土 ケンド		▲ 24				6				▲ 9				▲ 9				▲ 9				306

						公債 コウサイ		総務 ソウム		▲ 0				▲ 2				▲ 2				▲ 2				▲ 2				12

						計 ケイ				1				▲ 322				▲ 283				▲ 283				▲ 283				10,070

								公債管理除き→ コウサイ カンリ ノゾ		1				▲ 320				▲ 281				▲ 281				▲ 281				10,057
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予備

				中期財政見通し チュウキ ザイセイ ミトオ



				区　　分 ク ブン

				歳出 サイシュツ				予備費 ヨビヒ





				前回推計 ゼンカイ スイケイ				2.6.5																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド

										金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率		金　額		伸　率 ノ リツ

						予備費 ヨビヒ				300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%				-100.0%

								調整 チョウセイ				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				予備費 ヨビヒ								(0)				(0)				(0)				(0)				(0)				(▲ 300)

										300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%		0		-100.0%

				財源区分 ザイゲン クブン								0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				ERROR:#DIV/0!

								一般財源 イッパン ザイゲン		300		100.0%		300		100.0%		300		100.0%		300		100.0%		300		100.0%				ERROR:#DIV/0!

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		定額300百万円とする。 テイガク ヒャクマンエン







				今回推計 コンカイ スイケイ				3.6.2																						（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						予備費 ヨビヒ				300		ERROR:#REF!		600		100.0%		300		-50.0%		300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%

								調整 チョウセイ				ERROR:#REF!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

				予備費 ヨビヒ								ERROR:#REF!				(300)				(▲ 300)				(0)				(0)				(0)

										300		ERROR:#REF!		600		100.0%		300		-50.0%		300		0.0%		300		0.0%		300		0.0%

				財源区分 ザイゲン クブン								0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%				0.0%

								一般財源 イッパン ザイゲン		300		100.0%		600		100.0%		300		100.0%		300		100.0%		300		100.0%		300		100.0%

				推計方法 スイケイ ホウホウ

				・		R3当初はコロナも踏まえ600百万円（ただし通常分）としたが、R4以降は定額300百万円に戻るものとする。 トウショ フ ヒャクマンエン ツウジョウブン イコウ テイガク ヒャクマンエン モド







				比較増減 ヒカク ゾウゲン																										（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				区　分 ク ブン						R2年度				R3年度				R4年度				R5年度				R6年度 ネンド				R7年度 ネンド

										金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ		金　額 キン ガク		伸　率 ノ リツ

						予備費 ヨビヒ				0				300				0				0				0				300

								調整 チョウセイ		0				0				0				0				0				0

				予備費 ヨビヒ

										0				300				0				0				0				300

				財源区分 ザイゲン クブン						0				0				0				0				0				0

								一般財源 イッパン ザイゲン		0				300				0				0				0				300
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（単位：億円）






Iwate Prefecture

開催実績

（2）持続可能で希望ある岩手を実現する行財政研究会

 人口減少を背景とした実質的な一般財源規模の縮小が、今後の行財政運営にとって中長期的な課題となっています。
 将来にわたって、基本的な行政サービスを提供し、県民の福祉を増進していくためには、これまでの取り組みに加えて抜本的な行財政
運営の構造改革の方策を早急に検討する必要があることから、地方行財政にすぐれた識見を有する有識者に県の行財政の構造的、中長
期的な課題を分析していただきました。

開催主旨

 県の行財政の構造的・中長期的な課題の分析を通じて、抜本的な行財政運営の構造改革について、提言を頂くもの。

 具体的には、将来を見据えた歳入歳出のあり方や財政目標について議論いただくとともに、人口減少対策、デジタル化による地域課題の解決、グリーン社会の
実現等につながる事業について、その実施に必要となる個別分野における行財政改革の方向性について研究する。

区 分 氏 名 現 職

座 長 辻 琢也 氏 一橋大学大学院法学研究科教授
構 成 員 金﨑 健太郎 氏 武庫川女子大学経営学部教授
構 成 員 神尾 文彦 氏 株式会社野村総合研究所研究理事
構 成 員 沼尾 波子 氏 東洋大学国際学部教授
顧 問 堀場 勇夫 氏 青山学院大学名誉教授（前地方財政審議会会長）

第1回：3月30日 論点整理

第2回：4月20日 歳入確保策

第3回：6月8日 歳出水準の検討①

第4回：7月13日 歳出水準の検討②

第5回：8月4日、5日 現地視察

第6回：8月10日 歳出水準の検討③／財政目標の設定

第7回：9月7日 取りまとめ

構成員

研究会の様子
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Iwate Prefecture
（3）令和４年度市場公募地方債

発行額： 100億円 発行時期： 令和４年10月

償還方法： 満期一括償還 償還年限： 10年

発行概要

【銀行団】

株式会社 岩手銀行（代表受託行・幹事）

株式会社 みずほ銀行（副受託行・幹事）

岩手県信用農業協同組合連合会

株式会社 東北銀行

株式会社 北日本銀行

引受シンジケート団

【証券団】

野村證券 株式会社（幹事）

大和証券 株式会社

SMBC日興証券 株式会社

みずほ証券 株式会社

株式会社 SBI証券

 令和４年度は以下のとおり、発行を予定しています。
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Iwate Prefecture
お問い合わせ先

岩手県 総務部 財政課

〒020-8570 盛岡市内丸10-1
TEL 019-629-5094
FAX 019-629-5114
県HP https://www.pref.iwate.jp/
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