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１ 平成２９年度地方債計画について
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経済財政運営と改革の基本方針201５（抄）

計画の中間時点(2018年度)において、目標に向けた進捗状況を評価する。集中改革期間における改革努力のメルクマールとし

て、2018年度（平成30年度）のＰＢ赤字の対ＧＤＰ比▲１％程度を目安とする。国の一般歳出については、安倍内閣のこれまでの

取組を基調として、社会保障の高齢化による増加分を除き、人口減少や賃金・物価動向等を踏まえつつ、増加を前提とせず歳出

改革に取り組む。社会保障関係費については、高齢化要因も考慮し、安倍内閣におけるこれまでの増加ペースを踏まえつつ、消

費税率引上げに伴う充実を図る。ただし、各年度の歳出については、一律でなく柔軟に対応する。地方においても、国の取組と基

調を合わせ取り組む。

これらの目安 に照らし、歳出改革、歳入改革それぞれの進捗状況、ＫＰＩの達成度等を評価し、必要な場合は、デフレ脱却・経

済再生を堅持する中で、歳出、歳入の追加措置等を検討し、2020年度（平成32年度）の財政健全化目標を実現する。

（改革工程の明確化）

（平成27年6月30日閣議決定）

＊ 国の一般歳出の水準の目安については、安倍内閣のこれまでの３年間の取組では一般歳出の総額の実質的な増加が1.6

兆円程度となっていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度（平成30年度）まで継続させていくこととする。地

方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要とな

る一般財源の総額について、2018年度（平成30年度）までにおいて、2015年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に

同水準を確保する。

＊

第３章 「経済・財政一体改革」の取組－「経済・財政再生計画」

３．目標とその達成シナリオ、改革工程

（１）集中改革期間と中間評価
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平成29年度地方財政計画のポイント①

（１） 一般財源総額の確保等

・ 一般財源総額について、社会保障の充実分の確保も含め、平成28年度を0.4兆円上回る62.1
兆円を確保

・ 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用など地方交付税の原資を最大限
確保することにより、地方交付税（交付ベース）について16.3兆円を確保。あわせて臨時財政対
策債の増を＋0.3兆円に抑制

・ これにより概算要求時点における地方交付税の減と臨時財政対策債の増を可能な限り抑制

（参考：概算要求時点）
地方交付税：16.0兆円（対前年度▲0.7兆円） 臨時財政対策債：4.7兆円（対前年度＋0.9兆円）

一般財源総額 62.1兆円（＋0.4兆円、前年度 61.7兆円）
一般財源総額（水準超経費除き） 60.3兆円（＋0.04兆円、 同 60.2兆円）
・ 地方税 39.1 兆円（＋0.4 兆円、前年度 38.7兆円）
・ 地方譲与税･地方特例交付金 2.7 兆円（＋0.1 兆円、 同 2.6兆円）
・ 地方交付税 16.3 兆円（▲0.4 兆円、 同 16.7兆円）
・ 臨時財政対策債 4.0  兆円（＋0.3 兆円、 同 3.8兆円）

１．通常収支分
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平成29年度地方財政計画のポイント②

（２） 公共施設等の適正管理の推進等

・ 公共施設等の集約化・複合化、老朽化対策等を推進し、その適正配置を図るため、現行の
「公共施設等最適化事業費」（㉘ 0.2兆円）について、長寿命化対策等を追加するなど内容を
拡充し、新たに「公共施設等適正管理推進事業費」として計上（㉙ 0.35兆円）

・ 一億総活躍社会関連施策（保育士・介護人材等の処遇改善）に必要な経費を計上（㉙ 0.2兆円）
・ まち・ひと・しごと創生事業費について、引き続き１兆円を確保
・ 緊急防災・減災事業費を拡充し、復興・創生期間である平成32年度まで４年間延長（㉙ 0.5兆円）

（３） 歳出特別枠の見直し

・ 平時モードへの切替えを進めるため、公共施設等の適正管理や一億総活躍社会の実現に
取り組むための歳出を確保（0.25兆円）した上で、同額を歳出特別枠（㉘ 0.45兆円）から減額
（㉙ 0.2兆円）

○ 震災復興特別交付税

復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確実に確保
（㉙ 0.5兆円）

２．東日本大震災分
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平成29年度地方財政計画のポイント③

主な歳入歳出の概要

区 分
29年度

A

28年度

B

増減額

C＝A－B

増減率

C/B

歳

入

地方税・地方譲与税等

地方交付税

国庫支出金

地方債

臨時財政対策債

臨時財政対策債以外

その他

41.7

16.3

13.5

9.2

4.0

5.1

5.8

41.3

16.7

13.2

8.9

3.8

5.1

5.7

0.5

▲0.4

0.3

0.3

0.3

0.1

0.1

1.2

▲2.2

2.4

3.7

6.8

1.4

1.8

計 86.6 85.8 0.9 1.0

一般財源総額 62.1 61.7 0.4 0.7

（水準超経費除き）

「一般財源」
60.3 60.2 0.0 0.1

区 分
29年度

A

28年度

B

増減額

C＝A－B

増減率

C/B

歳

出

給与関係経費

一般行政経費

うち 補助分

うち 単独分

うち まち・ひと・しごと創生

事業費

うち 重点課題対応分

地域経済基盤強化・雇用等対策費

公債費

維持補修費

投資的経費

うち 緊急防災・減災事業費

うち 公共施設等適正管理

推進事業費

その他

20.3

36.6

19.8

14.0

1.0

0.3

0.2

12.6

1.3

11.4

0.5

0.4

4.3

20.3

35.8

19.0

14.0

1.0

0.3

0.4

12.8

1.2

11.2

0.5

0.2

4.0

▲0.0

0.8

0.8

▲0.0

0.0

0.0

▲0.3

▲0.2

0.0

0.2

0.0

0.2

0.4

▲0.0

2.1

4.1

▲0.1

0.0

0.0

▲56.2

▲1.7

3.5

1.4

0.0

75.0

9.4

計 86.6 85.8 0.9 1.0

※表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない箇所がある。

（単位：兆円、％）通常収支分

※平成28年度は公共施設等最適化事業費
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（単位：兆円）

歳出

86.6兆円
（85.8兆円）

給与関係経費
20.3

（20.3）

歳入

86.6兆円
(85.8兆円)

一般行政経費
36.5 (35.8)

投資的
経 費

11.4
(11.2)

地方税・地方譲与税等
41.7

(41.2)

国 庫
支出金

13.5
(13.2)

地方一般財源総額 ㉙ 62.1兆円（㉘ 61.7兆円）

地方
債等
11.0

（10.9）

国・地方で折半

地方交付税

16.3
(16.7)

3.4
(3.5)

元
利

償
還
分
等

臨
時
財
政

対
策
債

臨時財政
対策債

折半分
0.7

(0.3)

※（ ）内は平成28年度当初の数値

臨時財政
対策加算

0.7
(0.3)

地
域
経
済
基
盤
強
化
・

雇
用
等
対
策
費

0.2
(0.4)

＜参考＞財源不足額 ㉙7.0兆円（㉘5.6兆円）

その他

5.6
(5.2)

うち まち・ひと・しごと 創生事業費 1.0（1.0）
うち 重点課題対応分 0.3( 0.3）

公債費
12.6

(12.8)

臨時財政対策債発行額 ㉙4.0兆円（㉘3.8兆円）

折半対象財源不足額 ㉙1.3兆円（㉘0.5兆円）

うち 公共施設策等適正
管理推進事業費（仮称）

0.4 （－）

平成２９年度地方財政収支



（参考）公庫債権金利変動準備金

○ 地方公共団体金融機構（平成20年設立。以下「機構」）は、旧公営企業金融公庫（以下「公庫」）から承継した資産・債務に

係る金利変動リスクに備えて「公庫債権金利変動準備金（以下「準備金」）」（注1）を確保している

（注1）機構は、資金調達を短期で、貸付を長期で行っている。このため、今後の資金調達コストが上昇するリスクに備えて一定の準備金が必要

○ 機構が公庫から承継した業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回る準備金は、国に帰属させることが

法定されている（地方公共団体金融機構法（平成19年法律第64号）附則第14条）

【過去の国への帰属実績】 平成20年度：3,000億円（経済活性化・生活対策臨時交付金（平成20年度補正、6,000億円）の財源に活用）

平成24年度：3,500億円、平成25年度：6,500億円（全額を交付税特会に繰り入れ、交付税の財源として活用）

平成27年度：3,000億円、平成28年度：2,000億円（全額を交付税特会に繰り入れ、「まち・ひと・しごと創生事業費」として活用（注2））

（注2）平成29年度までの３年間で6,000億円以内を目途に国へ帰属（平成29年度は1,000億円を予定）

○ 機構の資金収支面から試算すると、8,000億円の国への帰属を追加で実施しても、将来の金利変動リスクに対応した機構

の必要な財務基盤及び円滑な資金収支が確保される見通し

※ 貸付残高及び資金調達額の減少に伴い、金利変動リスクが低減したことから、準備金の率を引き下げる

地方公共団体
金融機構

財投特会 交付税特会

準備金

国へ帰属

繰入れ

地方公共団体金融機構の準備金の活用について

○ 平成29年度に活用することとしていた1,000億円に加え、平成31年度までの３年間で8,000億円以内を目途に追加で国に

帰属させ、交付税特会に繰り入れて、「まち・ひと・しごと創生事業費」を中心とした財源に活用

○ 平成29年度は、当初活用することとしていた1,000億円を含め、4,000億円を活用
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（※表示未満は四捨五入）

2.8

5.4
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2.6
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0.7
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2.8 

5.1 
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折半対象分 折半対象外分

（兆円）

（年度）

臨時財政対策債の発行額（計画ベース）
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○ 地方財政は、29年度末見込で約200兆円もの巨額の借入金残高を抱えている。

（参考）公営企業債残高（企業会計負担分）の状況

年度 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
公営企業
債残高 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24 23

（単位：兆円）

※１ 地方の借入金残高は、平成27年度までは決算ベース、平成28年度は実績見込み、平成29年度は年度末見込み。
※２ ＧＤＰは、平成26年度までは実績値、平成27,28年度は実績見込み、平成29年度は政府見通しによる。
※３ 表示未満は四捨五入をしている。

地方財政の借入金残高の状況

53 

90 

20 

32 

66 67 70
79

91

106

125

139

150

163

174
181

188
193

198 201 201 200 199 197 199 200 200 201 201 201 199 198 195 

37.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

50

100

150

200

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

交付税特会借入金残高（地方負担分）
公営企業債残高（普通会計負担分）
臨財債除く地方債残高
臨財債
地方の借入金残高(企業会計負担分を除く)/GDP

兆円

年度
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２．臨時財政対策債の発行
・ 前年度からの繰越金がない中で、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用など地方交付税の

原資を最大限確保することにより、概算要求時点における地方交付税の減と臨時財政対策債の増を可能な限り

抑制し、前年度と比べて２,５７２億円、６.８％の増となる４兆４５２億円を計上。

・ 地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事

業について、対象事業を拡充した上で、東日本大震災に係る復興・創生期間である平成３２年度まで継続す

ることとし、平成２９年度は５,０００億円を計上。

４．緊急防災・減災事業の推進

１．計画規模
・ 通常収支分については、総額１１兆６,２５７億円（前年度比４,１７５億円、３.７％増）を計上。

・ 東日本大震災分については、復旧・復興事業として総額１８８億円を計上。その全額について公的資金を確保。

・ 通常収支分と東日本大震災分を合わせた総額は、１１兆６,４４５億円（前年度比３,９８３億円、３.５％増）

うち普通会計分 ：９兆２,０６８億円（前年度比３,１３０億円、３.５％増）

公営企業会計等分：２兆４,３７７億円（前年度比 ８５３億円、３.６％増）

平成２９年度地方債計画のポイント

・ 地方公共団体が、公共施設等総合管理計画等に基づき、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけ

るよう、現行の公共施設等の集約化・複合化に係る公共施設最適化事業並びに転用及び除却に係る事業につ

いて、長寿命化対策、コンパクトシティの推進（立地適正化）及び熊本地震の被害状況を踏まえた庁舎機能

の確保（市町村役場機能緊急保全）を追加するなど内容を拡充し、新たに公共施設等適正管理推進事業とし

て３,１５０億円を計上。

・ 過疎地域においても、公共施設の適正管理を推進するため、過疎対策事業を充実することとし、前年度に

比べ３００億円の増となる４,５００億円を計上。

３．公共施設等の適正管理の推進
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平成２９年度地方債計画①

   （単位：億円、％）

１ 16,443 16,601 △ 158 △ 1.0

２ 1,130 1,141 △ 11 △ 1.0

３ 873 711   162   22.8

４ 3,391 3,395 △ 4 △ 0.1

1,245 1,248 △ 3 △ 0.2

383 381   2   0.5

656 657 △ 1 △ 0.2

567 569 △ 2 △ 0.4

540 540   0   0.0

５ 21,927 21,474   453   2.1

2,795 4,362 △ 1,567 △ 35.9

690 690   0   0.0

871 871   0   0.0

3,221 3,221   0   0.0

6,200 6,200   0   0.0

5,000 5,000   0   0.0

3,150 1,130 2,020   178.8

６ 4,975 4,665   310   6.6

475 465   10   2.2

4,500 4,200   300   7.1

７ 345 345   0   0.0

８ 700 700   0   0.0

９ 100 100   0   0.0

49,884 49,132   752   1.5

１ 5,043 4,473   570   12.7

２ 247 222   25   11.3

３ 1,611 1,654 △ 43 △ 2.6

４ 202 178   24   13.5

５ 509 461   48   10.4

６ 4,614 4,434   180   4.1

７ 235 458 △ 223 △ 48.7

８ 622 699 △ 77 △ 11.0

９ 11,904 11,597   307   2.6

10 134 94   40   42.6

25,121 24,270   851   3.5

75,005 73,402   1,603   2.2

計

合                 計

地 域 開 発 事 業

下 水 道 事 業

計

観 光 そ の 他 事 業

 二 公 営 企 業 債

水 道 事 業

工 業 用 水 道 事 業

交 通 事 業

電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業

港 湾 整 備 事 業

病院事業・ 介護 サー ビス 事業

市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業

（2） 過 疎 対 策

公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業

行 政 改 革 推 進

調 整

（7） 公 共 施 設 等 適 正 管 理

（4） 地 方 道 路 等

（5） 旧 合 併 特 例

辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業

（1） 辺 地 対 策

（6） 緊 急 防 災 ・ 減 災

（1） 一 般

（2） 地 域 活 性 化

（3） 防 災 対 策

（3）

（4） 一 般 補 助 施 設 等

（5） 施 設 （ 一 般 財 源 化 分 ）

一 般 単 独 事 業

一 般 廃 棄 物 処 理

教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業

（1） 学 校 教 育 施 設 等

（2） 社 会 福 祉 施 設

災 害 復 旧 事 業

平成２９年度地方債計画

(C)/(B)×100

 一 一 般 会 計 債

公 共 事 業 等

公 営 住 宅 建 設 事 業

（ 通 常 収 支 分 ）

計 画 額 (B)
項                 目

平成29年度 平成28年度 差 引 増 減 率

計 画 額 (A) (A)-(B) (C)

   （単位：億円、％）

 三 40,452 37,880   2,572   6.8

 四 800 800   0   0.0

( 266 ) ( 302 ) (△ 36 ) ( △ 11.9 )

( 266 ) ( 302 ) (△ 36 ) ( △ 11.9 )

116,257 112,082   4,175   3.7

                91,907 88,607   3,300   3.7

           24,350 23,475   875   3.7

資  金  区  分

46,609 46,115   494   1.1

28,545 28,076   469   1.7

18,064 18,039   25   0.1

( ) ( 266 ) ( 302 ) (△ 36 ) ( △ 11.9 )

69,648 65,967   3,681   5.6

38,200 36,900   1,300   3.5

31,448 29,067   2,381   8.2

１

２

３

（備　考）

　　するものであって外書である。

　財政再生団体が発行する再生振替特例債

　３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と

銀 行 等 引 受

　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債

　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債

その他同意等の見込まれる項目

　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

　２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金

国 の 予 算 等 貸 付 金

民 間 等 資 金

市 場 公 募

国 の 予 算 等 貸 付 金 債

総 計

内 普 通 会 計 分

公 的 資 金

財 政 融 資 資 金

訳 公 営 企 業 会 計 等 分

臨 時 財 政 対 策 債

退 職 手 当 債

 五

平成28年度 差 引 増 減 率

計 画 額 (A) 計 画 額 (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100
項                 目

平成29年度

12


通常

		

						平成２９年度地方債計画

						（ 通 常 収 支 分 ）

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100										H29震災分 シンサイブン				H28震災分 シンサイブン

						一				一般会計債

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0						0				0

								２		公営住宅建設事業														1,130						1,141						△		-11						△		-1.0						158				323

								３		災害復旧事業														873						711								162								22.8						18				18

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2						0				0

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5						0				0

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2						0				0

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4						0				0

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0						0				0

								５		一般単独事業 タンドク														21,927						21,474								453								2.1

								（1）				一般 イッパン												2,795						4,362						△		-1,567						△		-35.9						3				8

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0						0				0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0						0				0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0						0				0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0						0				0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0						0				0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8						0				0

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2						0				0

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1						0				0

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0						0				0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0						0				0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0						0				0

						計																		49,884						49,132								752								1.5

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,473								570								12.7						0				1

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3						0				0

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6						0				0

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5						0				0

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4						0				0

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1						0				0

								７		市場事業・と畜場事業														235						458						△		-223						△		-48.7						1				4

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0						0				0

								９		下水道事業														11,904						11,597								307								2.6						8				22

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6						0				0

						計																		25,121						24,270								851								3.5

						合                 計																		75,005						73,402								1,603								2.2

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						四 ヨン				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						五 ゴ				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)				5				15

						総計 ソウケイ																(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

																								116,257						112,082								4,175								3.7

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										91,907						88,607								3,300								3.7

																うち一般会計債補助分 イッパンカイケイサイホジョブン

																うち一般会計債単独分 イッパンカイケイサイタンドクブン

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,350						23,475								875								3.7						27				49

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,609						46,115								494								1.1						OK				OK

										財政融資資金														28,545						28,076								469								1.7

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,064						18,039								25								0.1

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

						　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。 イッパンホジョシセツトウトクベツテンタイサイブンオクエンケイジョウ

						　２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリヘイセイネンドケイカクガクコウキョウシセツサイテキカカカガク

						　３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と カシツケキン

						　　するものであって外書である。



要確認

（H28.12.17決着ベース）
直轄・補助　▲1.0%
単独※　　　＋1.0%
　　※緊防、公共施設等適正管理除き



東日本

		

				平成２９年度地方債計画

				（ 東 日 本 大 震 災 分 ）

				復旧・復興事業

																																								（単位：億円、％）

				項目 コウモク										平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

														計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

				一般会計債 イッパンカイケイサイ

				　　公営住宅建設事業												158						323						△		165						△		-51.1

				　　災害復旧事業												18						18								0								0.0

				　　一般単独事業												3						8						△		5						△		-62.5

				公営企業債 コウエイキギョウサイ

				　　水道事業												0						1						△		1						△		-100.0

				　　病院事業・介護サービス事業												0						-								-						0		0.0

				　　市場事業・と畜場事業												1						4						△		3						△		-75.0

				　　下水道事業												8						22						△		14						△		-63.6

				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ												0						4						△		4						△		-100.0

				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツキンサイ										(		5		)		(		15		)		(		△		-10		)		(		△		-66.7		)

				総計 ソウケイ										(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

																188						380						△		192						△		-50.5

				内訳 ウチワケ		普通会計分 フツウカイケイブン										161						331						△		170						△		-51.4

						公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイナドブン										27						49						△		22						△		-44.9

				資金区分 シキンクブン		公的資金 コウテキシキン

								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								135						259						△		124						△		-47.9

								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								53						121						△		68						△		-56.2

								(国の予算等貸付金) クニヨサントウカシツキン						(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

				　　その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

				　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設
　　整備等事業債 ヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカコッコシシュツキンウジギョウジッシバアイハッコウイッパンホジョシセツセイビトウジギョウサイ

				　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する
　　公営企業債 ジョウキイガイヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカワフッコウコウフキントウウジギョウジッシバアイハッコウコウエイキギョウサイ

				　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債 クブン

				（備　考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。 クニヨサントウカシツケキンサイカクニヨサントウモトカシツケキンザイゲンソトカ

				　

																								0





参考合計

																																																（参考） サンコウ

						平成２９年度地方債計画

						（通常収支分と東日本大震災分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンダイシンサイブンゴウケイ

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						一				一般会計債																																																16,601

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0												16,601

								２		公営住宅建設事業														1,288						1,464						△		-176						△		-12.0

								３		災害復旧事業														891						729								162								22.2

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0												21,482

								５		一般単独事業 タンドク														21,930						21,482								448								2.1												21,482

								（1）				一般 イッパン												2,798						4,370						△		-1,572						△		-36.0

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0												49,481

						計																		50,063						49,481								582								1.2												49,481

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,474								569								12.7

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1

								７		市場事業・と畜場事業														236						462						△		-226						△		-48.9

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0

								９		下水道事業														11,912						11,619								293								2.5

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6

						計																		25,130						24,297								833								3.4

						合                 計																		75,193						73,778								1,415								1.9

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ														0						4						△		-4						△		-100.0

						四 ヨン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						五 ゴ				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						六 ロク				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

						総計 ソウケイ																(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

																								116,445						112,462								3,983								3.5

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										92,068						88,938								3,130								3.5

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,377						23,524								853								3.6

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,797						46,495								302								0.6						OK		OK

										財政融資資金														28,680						28,335								345								1.2

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,117						18,160						△		-43						△		-0.2

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

								１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

								２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリ

								３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
　 クニヨサンナドカシツケキンサイショサイガイエンゴシキンカシツケキンクニヨサントウモトカシツケキンザイゲン

								　するものであって外書である。



要確認



◆計画（通）

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分） ツウジョウシュウシブン

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,130				1,141				1,141				-11				-11		-1.0		-1.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						873				873				711				711				162				162		22.8		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,927				21,927				21,474				21,474				453				453		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				2,795				4,362				4,362				-1,567				-1,567		-35.9		-35.9								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										49,884				49,299				49,132				48,587				752				712		1.5		1.5		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,473				347				570				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						235				0				458				0				-223				0		-48.7		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,904				0				11,597				0				307				0		2.6		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,121				1,356				24,270				1,340				851				16		3.5		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				0				0				0				0		0.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		266		)				(		302		)				(		-36		)				-11.9		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		266		)				(		302		)				(		-36		)		0		-11.9		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,257				91,907				112,082				88,607				4,175				3,300		3.7		3.7

				普通会計分										91,907								88,607								3,300						3.7

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,350								23,475								875						3.7

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,805				51,455				74,202				50,727				1,603				728		2.2		1.4



&R&11&D　&T　&F　



◆計画（要入力（通＋東））

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分と東日本分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンブンゴウケイ

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,288				1,288				1,464				1,464				-176				-176		-12.0		-12.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						891				873				729				711				162				162		22.2		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,930				21,930				21,482				21,482				448				448		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,798				2,798				4,370				4,370				-1,572				-1,572		-36.0		-36.0								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										50,063				49,460				49,481				48,918				582				542		1.2		1.1		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,474				347				569				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						236				0				462				0				-226				0		-48.9		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,912				0				11,619				0				293				0		2.5		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,130				1,356				24,297				1,340				833				16		3.4		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				4				0				-4				0		-100.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		271		)				(		317		)				(		-46		)				-14.5		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		271		)				(		317		)				(		-46		)		0		-14.5		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,445				92,068				112,462				88,938				3,983				3,130		3.5		3.5

				普通会計分										92,068								88,938								3,130						3.5

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,377								23,524								853						3.6

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,993				51,616				74,582				51,058				1,411				558		1.9		1.1
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計画（普通会計財対等込み）

										登録するときは確認を！

				　　平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分（財対分を含む ザイタイフンフク

																																												（単位：億円，％）

												平成29年度計画										平成28年度計画										増      減      額										伸        率

				項     目										計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考

														Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独

				一般会計債

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443		0				16,601				16,601		0				-158				-158		0		-1.0		-1.0		0.0

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

						3		災害復旧事業						873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				1,782		1,609				3,395				1,796		1,599				-4				-14		10		-0.1		-0.8		0.6

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				832		413				1,248				839		409				-3				-7		4		-0.2		-0.8		1.0

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

								(3)		一般廃棄物処理				656				429		227				657				432		225				-1				-3		2		-0.2		-0.7		0.9

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

										　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

										　　　豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　特別転貸分 ブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						6		一般単独事業 タンドク						21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

										　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0

										除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

										　　　地域総合整備資金貸付分 ブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクトウジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

								(2)		地域活性化				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

										　　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(5)		旧合併特例 キュウ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0				0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

										　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

										　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

						7		辺地及び過疎対策事業						4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2

								(1)		辺地対策				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0

								(2)		過疎対策				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2

						8		公共用地先行取得等事業						345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										49,199				21,848		27,351				48,487				21,881		26,606				712				-33		745		1.5		-0.2		2.8

				公営企業債																																						0.0		0.0		0.0

						水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン								362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

						交通事業 コウツウジギョウ								322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

						ガス事業 ジギョウ								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						病院事業								672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

						観光その他事業（駐車場整備分） カンコウタジギョウチュウシャジョウセイビブン								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				調整 チョウセイ										100										100										0								0.0				0.0

				臨時財政対策債										40,452										37,880										2,572								6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ										800										800										0								0.0				0.0

				普通会計総計										91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				うち臨時財政対策債を除く										51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4
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◆補単区分（要入力）（通）

				登録するときは確認を！

				平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成29年度計画										平成28年度計画												増      減      額								伸        率												1		1.000		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.99000		1.000		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								1.00963		1.000		単独 タンドク

				一般会計債

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0

				公営住宅建設事業				1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9								1,087		←全体調整額 ゼンタイチョウセイガク

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								905		2,382

				除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0								182		479

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち転用分 テンヨウブン				0				0		0				110				0		110				-110				0		-110		-100.0		0.0		-100.0

				その他分 タブン				690				0		690				580				0		580				110				0		110		19.0		0.0		19.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

				　　　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

				　　　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H29		H28

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								765		764

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				41,299				13,963		27,336				40,587				13,996		26,591				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債																																0.0		0.0		0.0								1.012

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				42,655				14,302		28,353				41,927				14,320		27,607				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100										100										0								0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452										37,880										2,572								6.8				0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800										800										0								0.0				0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252										46,680										2,572								5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4

				地財収支の地方債　ニ チザイシュウシチホウサイ				91,907

				ニ－ハ				(0)
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特別転貸債分の調整▲50

300億円増
　普通261億円
　公営39億円

10億円増
　普通9億円
　公営1億円

転用▲110億円
見合い増分

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

財対分横置きの影響を本来分で調整　▲69



◆補単区分(通＋東)

				登録するときは確認を！

				平成26年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成26年度計画										平成25年度計画												増      減      額								伸        率												0.988		1.024		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.975		1.024		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								0.945		1.024		単独 タンドク

				一般会計債																																												0.941				消費増税なし単独 ショウヒゾウゼイタンドク

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0								別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク

				公営住宅建設事業				1,570				1,532		38				1,581				1,543		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0								440		440						別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク		301

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　全国防災事業 ゼンコクボウサイジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								983		983

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				18,792				0		18,792				20,359				0		20,359				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,810				0		2,810				4,377				0		4,377				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,492				0		1,492				2,397				0		2,397				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								15		15												4

				除却債 ジョキャクサイ				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウ				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0												0								301		4

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								過疎率 カソリツ

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				　緊急防災・減災事業 キンキュウボウサイゲンサイジギョウ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　  公共施設等最適化事業 シセツトウサイテキカジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H26		H25

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								769		745

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0								行革率 ギョウカクリツ

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				計				0				0		0				0				0		0				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.010

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				0				0		0				0				0		0				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100				0		0				100				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452				0		0				37,880				0		0				2,572				0		0		6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800				0		0				800				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252				0		0				46,680				0		0				2,572				0		0		5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				0				0		0				0				0		0				3,300				0		0		3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				0				0		0				0				0		0				728				0		0		1.4		0.0		0.0

								91907

								-0.08

								0										地方道財対 チホウドウザイタイ

								特定分 トクテイブン						196				特定分 トクテイブン						196

								ふるさと農林道 ノウリンミチ						15				ふるさと農林道 ノウリンミチ						15

								合計 ゴウケイ						211				合計 ゴウケイ						211

								割り落とし後 ワオゴ						199

																		0				0		0

								37,530				10,130		27,400
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文章編

		

				チェック用 ヨウ																						チェック用 ヨウ

				平成25年度地方債計画																						平成25年度地方債計画（資金区分） シキンクブン

																				（単位：億円、％）																										（単位：億円、％）

														平成25年度		平成24年度		差引 サシヒキ		増 減 率																平成25年度				平成24年度				差引 サシヒキ		増 減 率

				区             分										計　画　額		計　画　額										区             分										計　画　額				計　画　額

														(A)		(B)		(A-B） (C)		(C/B)×100																(A)		構成比 コウセイヒ		(B)		構成比 コウセイヒ		(A-B） (C)		(C/B)×100

				普通会計分 フツウカイケイブン										0		88,938		0		0.0						公的資金 コウテキシキン										46,797		40.2		46,495		41.3		302		0.6

						通常分 ツウジョウブン								0		42,258		0		0.0								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								28,680		24.6		28,335		25.2		345		1.2

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								18,117		15.6		18,160		16.1		△ 43		△ 0.2

								臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ						40,452		37,880		2,572		6.8						（国の予算等貸付金） クニヨサントウカシツケキン										(271)		-		(317)		-		(△ 46)		(△ 14.5)

								財源対策債 ザイゲンタイサクサイ						7,900		7,900		0		0.0						民間等資金 ミンカントウシキン										69,648		59.8		65,967		58.7		3,681		5.6

								退職手当債 タイショクテアテサイ						800		800		0		0.0								市場公募 シジョウコウボ								38,200		32.8		36,900		32.8		1,300		3.5

								調　　　整 チョウヒトシ						100		100		0		0.0								銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ								31,448		27.0		29,067		25.8		2,381		8.2

				公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイトウブン										24,377		23,524		853		3.6						合計 ゴウケイ										116,445		100.0		112,462		100.0		3,983		3.5

				総　　　計 フサケイ										0		112,462		0		0.0

						通常分 ツウジョウブン								0		65,782		0		0.0

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5
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財対

		

				平成29年度地方債計画における財源対策債 ヘイセイネンドチホウサイケイカクザイゲンタイサクサイ

																（単位：億円、％） タンイオクエン

				事業区分 ジギョウクブン						28計画額 ケイカクガク		29計画額 ケイカクガク		増減額 ゾウゲンガク		伸び率 ノリツ

										Ａ		Ｂ		Ｃ=Ｂ-Ａ		Ｃ/Ａ

				公共事業等 コウキョウジギョウトウ		補助分 ホジョブン				7,684		7,684		0		0.0

								うち調整分 チョウセイブン		0		0		0		0.0

				学校教育施設等整備事業 ガッコウキョウイクシセツトウセイビジギョウ		補助分 ホジョブン				98		98		0		0.0

				一般廃棄物処理事業 イッパンハイキブツショリジギョウ		補助分 ホジョブン				103		103		0		0.0

						単独分 タンドクブン				15		15		0		0.0

				地域活性化事業 チイキカッセイカジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				地方道路等整備事業 チホウドウロトウセイビジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				合計 ゴウケイ						7,900		7,900		0		0.0

				注　補助分・単独分とも原則として、20計画の財源対策債の額に0.97を乗じて得た額である。 チュウホジョブンタンドクブンゲンソクケイカクザイゲンタイサクサイガクジョウエガク

				　　今後の精査により額が変動する場合がある。 コンゴセイサガクヘンドウバアイ

				※財政課企画係の主査から求められた（2014/01/8） ザイセイカキカクガカリシュサモト
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通常

		

						平成２９年度地方債計画

						（ 通 常 収 支 分 ）

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100										H29震災分 シンサイブン				H28震災分 シンサイブン

						一				一般会計債

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0						0				0

								２		公営住宅建設事業														1,130						1,141						△		-11						△		-1.0						158				323

								３		災害復旧事業														873						711								162								22.8						18				18

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2						0				0

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5						0				0

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2						0				0

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4						0				0

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0						0				0

								５		一般単独事業 タンドク														21,927						21,474								453								2.1

								（1）				一般 イッパン												2,795						4,362						△		-1,567						△		-35.9						3				8

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0						0				0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0						0				0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0						0				0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0						0				0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0						0				0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8						0				0

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2						0				0

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1						0				0

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0						0				0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0						0				0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0						0				0

						計																		49,884						49,132								752								1.5

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,473								570								12.7						0				1

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3						0				0

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6						0				0

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5						0				0

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4						0				0

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1						0				0

								７		市場事業・と畜場事業														235						458						△		-223						△		-48.7						1				4

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0						0				0

								９		下水道事業														11,904						11,597								307								2.6						8				22

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6						0				0

						計																		25,121						24,270								851								3.5

						合                 計																		75,005						73,402								1,603								2.2

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						四 ヨン				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						五 ゴ				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)				5				15

						総計 ソウケイ																(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

																								116,257						112,082								4,175								3.7

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										91,907						88,607								3,300								3.7

																うち一般会計債補助分 イッパンカイケイサイホジョブン

																うち一般会計債単独分 イッパンカイケイサイタンドクブン

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,350						23,475								875								3.7						27				49

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,609						46,115								494								1.1						OK				OK

										財政融資資金														28,545						28,076								469								1.7

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,064						18,039								25								0.1

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

						　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。 イッパンホジョシセツトウトクベツテンタイサイブンオクエンケイジョウ

						　２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリヘイセイネンドケイカクガクコウキョウシセツサイテキカカカガク

						　３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と カシツケキン

						　　するものであって外書である。



要確認

（H28.12.17決着ベース）
直轄・補助　▲1.0%
単独※　　　＋1.0%
　　※緊防、公共施設等適正管理除き



東日本

		

				平成２９年度地方債計画

				（ 東 日 本 大 震 災 分 ）

				復旧・復興事業

																																								（単位：億円、％）

				項目 コウモク										平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

														計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

				一般会計債 イッパンカイケイサイ

				　　公営住宅建設事業												158						323						△		165						△		-51.1

				　　災害復旧事業												18						18								0								0.0

				　　一般単独事業												3						8						△		5						△		-62.5

				公営企業債 コウエイキギョウサイ

				　　水道事業												0						1						△		1						△		-100.0

				　　病院事業・介護サービス事業												0						-								-						0		0.0

				　　市場事業・と畜場事業												1						4						△		3						△		-75.0

				　　下水道事業												8						22						△		14						△		-63.6

				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ												0						4						△		4						△		-100.0

				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツキンサイ										(		5		)		(		15		)		(		△		-10		)		(		△		-66.7		)

				総計 ソウケイ										(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

																188						380						△		192						△		-50.5

				内訳 ウチワケ		普通会計分 フツウカイケイブン										161						331						△		170						△		-51.4

						公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイナドブン										27						49						△		22						△		-44.9

				資金区分 シキンクブン		公的資金 コウテキシキン

								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								135						259						△		124						△		-47.9

								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								53						121						△		68						△		-56.2

								(国の予算等貸付金) クニヨサントウカシツキン						(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

				　　その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

				　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設
　　整備等事業債 ヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカコッコシシュツキンウジギョウジッシバアイハッコウイッパンホジョシセツセイビトウジギョウサイ

				　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する
　　公営企業債 ジョウキイガイヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカワフッコウコウフキントウウジギョウジッシバアイハッコウコウエイキギョウサイ

				　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債 クブン

				（備　考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。 クニヨサントウカシツケキンサイカクニヨサントウモトカシツケキンザイゲンソトカ

				　

																								0





参考合計

																																																（参考） サンコウ

						平成２９年度地方債計画

						（通常収支分と東日本大震災分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンダイシンサイブンゴウケイ

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						一				一般会計債																																																16,601

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0												16,601

								２		公営住宅建設事業														1,288						1,464						△		-176						△		-12.0

								３		災害復旧事業														891						729								162								22.2

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0												21,482

								５		一般単独事業 タンドク														21,930						21,482								448								2.1												21,482

								（1）				一般 イッパン												2,798						4,370						△		-1,572						△		-36.0

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0												49,481

						計																		50,063						49,481								582								1.2												49,481

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,474								569								12.7

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1

								７		市場事業・と畜場事業														236						462						△		-226						△		-48.9

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0

								９		下水道事業														11,912						11,619								293								2.5

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6

						計																		25,130						24,297								833								3.4

						合                 計																		75,193						73,778								1,415								1.9

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ														0						4						△		-4						△		-100.0

						四 ヨン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						五 ゴ				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						六 ロク				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

						総計 ソウケイ																(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

																								116,445						112,462								3,983								3.5

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										92,068						88,938								3,130								3.5

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,377						23,524								853								3.6

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,797						46,495								302								0.6						OK		OK

										財政融資資金														28,680						28,335								345								1.2

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,117						18,160						△		-43						△		-0.2

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

								１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

								２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリ

								３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
　 クニヨサンナドカシツケキンサイショサイガイエンゴシキンカシツケキンクニヨサントウモトカシツケキンザイゲン

								　するものであって外書である。



要確認



◆計画（通）

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分） ツウジョウシュウシブン

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,130				1,141				1,141				-11				-11		-1.0		-1.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						873				873				711				711				162				162		22.8		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,927				21,927				21,474				21,474				453				453		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				2,795				4,362				4,362				-1,567				-1,567		-35.9		-35.9								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										49,884				49,299				49,132				48,587				752				712		1.5		1.5		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,473				347				570				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						235				0				458				0				-223				0		-48.7		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,904				0				11,597				0				307				0		2.6		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,121				1,356				24,270				1,340				851				16		3.5		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				0				0				0				0		0.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		266		)				(		302		)				(		-36		)				-11.9		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		266		)				(		302		)				(		-36		)		0		-11.9		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,257				91,907				112,082				88,607				4,175				3,300		3.7		3.7

				普通会計分										91,907								88,607								3,300						3.7

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,350								23,475								875						3.7

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,805				51,455				74,202				50,727				1,603				728		2.2		1.4



&R&11&D　&T　&F　



◆計画（要入力（通＋東））

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分と東日本分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンブンゴウケイ

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,288				1,288				1,464				1,464				-176				-176		-12.0		-12.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						891				873				729				711				162				162		22.2		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,930				21,930				21,482				21,482				448				448		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,798				2,798				4,370				4,370				-1,572				-1,572		-36.0		-36.0								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										50,063				49,460				49,481				48,918				582				542		1.2		1.1		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,474				347				569				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						236				0				462				0				-226				0		-48.9		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,912				0				11,619				0				293				0		2.5		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,130				1,356				24,297				1,340				833				16		3.4		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				4				0				-4				0		-100.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		271		)				(		317		)				(		-46		)				-14.5		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		271		)				(		317		)				(		-46		)		0		-14.5		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,445				92,068				112,462				88,938				3,983				3,130		3.5		3.5

				普通会計分										92,068								88,938								3,130						3.5

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,377								23,524								853						3.6

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,993				51,616				74,582				51,058				1,411				558		1.9		1.1



&R&11&D　&T　&F　



計画（普通会計財対等込み）

										登録するときは確認を！

				　　平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分（財対分を含む ザイタイフンフク

																																												（単位：億円，％）

												平成29年度計画										平成28年度計画										増      減      額										伸        率

				項     目										計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考

														Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独

				一般会計債

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443		0				16,601				16,601		0				-158				-158		0		-1.0		-1.0		0.0

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

						3		災害復旧事業						873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				1,782		1,609				3,395				1,796		1,599				-4				-14		10		-0.1		-0.8		0.6

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				832		413				1,248				839		409				-3				-7		4		-0.2		-0.8		1.0

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

								(3)		一般廃棄物処理				656				429		227				657				432		225				-1				-3		2		-0.2		-0.7		0.9

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

										　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

										　　　豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　特別転貸分 ブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						6		一般単独事業 タンドク						21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

										　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0

										除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

										　　　地域総合整備資金貸付分 ブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクトウジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

								(2)		地域活性化				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

										　　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(5)		旧合併特例 キュウ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0				0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

										　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

										　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

						7		辺地及び過疎対策事業						4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2

								(1)		辺地対策				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0

								(2)		過疎対策				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2

						8		公共用地先行取得等事業						345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										49,199				21,848		27,351				48,487				21,881		26,606				712				-33		745		1.5		-0.2		2.8

				公営企業債																																						0.0		0.0		0.0

						水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン								362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

						交通事業 コウツウジギョウ								322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

						ガス事業 ジギョウ								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						病院事業								672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

						観光その他事業（駐車場整備分） カンコウタジギョウチュウシャジョウセイビブン								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				調整 チョウセイ										100										100										0								0.0				0.0

				臨時財政対策債										40,452										37,880										2,572								6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ										800										800										0								0.0				0.0

				普通会計総計										91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				うち臨時財政対策債を除く										51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4
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◆補単区分（要入力）（通）

				登録するときは確認を！

				平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成29年度計画										平成28年度計画												増      減      額								伸        率												1		1.000		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.99000		1.000		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								1.00963		1.000		単独 タンドク

				一般会計債

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0

				公営住宅建設事業				1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9								1,087		←全体調整額 ゼンタイチョウセイガク

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								905		2,382

				除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0								182		479

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち転用分 テンヨウブン				0				0		0				110				0		110				-110				0		-110		-100.0		0.0		-100.0

				その他分 タブン				690				0		690				580				0		580				110				0		110		19.0		0.0		19.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

				　　　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

				　　　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H29		H28

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								765		764

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				41,299				13,963		27,336				40,587				13,996		26,591				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債																																0.0		0.0		0.0								1.012

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				42,655				14,302		28,353				41,927				14,320		27,607				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100										100										0								0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452										37,880										2,572								6.8				0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800										800										0								0.0				0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252										46,680										2,572								5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4

				地財収支の地方債　ニ チザイシュウシチホウサイ				91,907

				ニ－ハ				(0)
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特別転貸債分の調整▲50

300億円増
　普通261億円
　公営39億円

10億円増
　普通9億円
　公営1億円

転用▲110億円
見合い増分

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

財対分横置きの影響を本来分で調整　▲69



◆補単区分(通＋東)

				登録するときは確認を！

				平成26年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成26年度計画										平成25年度計画												増      減      額								伸        率												0.988		1.024		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.975		1.024		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								0.945		1.024		単独 タンドク

				一般会計債																																												0.941				消費増税なし単独 ショウヒゾウゼイタンドク

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0								別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク

				公営住宅建設事業				1,570				1,532		38				1,581				1,543		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0								440		440						別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク		301

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　全国防災事業 ゼンコクボウサイジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								983		983

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				18,792				0		18,792				20,359				0		20,359				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,810				0		2,810				4,377				0		4,377				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,492				0		1,492				2,397				0		2,397				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								15		15												4

				除却債 ジョキャクサイ				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウ				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0												0								301		4

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								過疎率 カソリツ

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				　緊急防災・減災事業 キンキュウボウサイゲンサイジギョウ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　  公共施設等最適化事業 シセツトウサイテキカジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H26		H25

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								769		745

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0								行革率 ギョウカクリツ

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				計				0				0		0				0				0		0				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.010

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				0				0		0				0				0		0				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100				0		0				100				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452				0		0				37,880				0		0				2,572				0		0		6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800				0		0				800				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252				0		0				46,680				0		0				2,572				0		0		5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				0				0		0				0				0		0				3,300				0		0		3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				0				0		0				0				0		0				728				0		0		1.4		0.0		0.0

								91907

								-0.08

								0										地方道財対 チホウドウザイタイ

								特定分 トクテイブン						196				特定分 トクテイブン						196

								ふるさと農林道 ノウリンミチ						15				ふるさと農林道 ノウリンミチ						15

								合計 ゴウケイ						211				合計 ゴウケイ						211

								割り落とし後 ワオゴ						199

																		0				0		0

								37,530				10,130		27,400
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文章編

		

				チェック用 ヨウ																						チェック用 ヨウ

				平成25年度地方債計画																						平成25年度地方債計画（資金区分） シキンクブン

																				（単位：億円、％）																										（単位：億円、％）

														平成25年度		平成24年度		差引 サシヒキ		増 減 率																平成25年度				平成24年度				差引 サシヒキ		増 減 率

				区             分										計　画　額		計　画　額										区             分										計　画　額				計　画　額

														(A)		(B)		(A-B） (C)		(C/B)×100																(A)		構成比 コウセイヒ		(B)		構成比 コウセイヒ		(A-B） (C)		(C/B)×100

				普通会計分 フツウカイケイブン										0		88,938		0		0.0						公的資金 コウテキシキン										46,797		40.2		46,495		41.3		302		0.6

						通常分 ツウジョウブン								0		42,258		0		0.0								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								28,680		24.6		28,335		25.2		345		1.2

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								18,117		15.6		18,160		16.1		△ 43		△ 0.2

								臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ						40,452		37,880		2,572		6.8						（国の予算等貸付金） クニヨサントウカシツケキン										(271)		-		(317)		-		(△ 46)		(△ 14.5)

								財源対策債 ザイゲンタイサクサイ						7,900		7,900		0		0.0						民間等資金 ミンカントウシキン										69,648		59.8		65,967		58.7		3,681		5.6

								退職手当債 タイショクテアテサイ						800		800		0		0.0								市場公募 シジョウコウボ								38,200		32.8		36,900		32.8		1,300		3.5

								調　　　整 チョウヒトシ						100		100		0		0.0								銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ								31,448		27.0		29,067		25.8		2,381		8.2

				公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイトウブン										24,377		23,524		853		3.6						合計 ゴウケイ										116,445		100.0		112,462		100.0		3,983		3.5

				総　　　計 フサケイ										0		112,462		0		0.0

						通常分 ツウジョウブン								0		65,782		0		0.0

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5
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財対

		

				平成29年度地方債計画における財源対策債 ヘイセイネンドチホウサイケイカクザイゲンタイサクサイ

																（単位：億円、％） タンイオクエン

				事業区分 ジギョウクブン						28計画額 ケイカクガク		29計画額 ケイカクガク		増減額 ゾウゲンガク		伸び率 ノリツ

										Ａ		Ｂ		Ｃ=Ｂ-Ａ		Ｃ/Ａ

				公共事業等 コウキョウジギョウトウ		補助分 ホジョブン				7,684		7,684		0		0.0

								うち調整分 チョウセイブン		0		0		0		0.0

				学校教育施設等整備事業 ガッコウキョウイクシセツトウセイビジギョウ		補助分 ホジョブン				98		98		0		0.0

				一般廃棄物処理事業 イッパンハイキブツショリジギョウ		補助分 ホジョブン				103		103		0		0.0

						単独分 タンドクブン				15		15		0		0.0

				地域活性化事業 チイキカッセイカジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				地方道路等整備事業 チホウドウロトウセイビジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				合計 ゴウケイ						7,900		7,900		0		0.0

				注　補助分・単独分とも原則として、20計画の財源対策債の額に0.97を乗じて得た額である。 チュウホジョブンタンドクブンゲンソクケイカクザイゲンタイサクサイガクジョウエガク

				　　今後の精査により額が変動する場合がある。 コンゴセイサガクヘンドウバアイ

				※財政課企画係の主査から求められた（2014/01/8） ザイセイカキカクガカリシュサモト





①




①




①




②






平成２９年度地方債計画②

復旧・復興事業
   （単位：億円、％）

一般会計債

　　公営住宅建設事業 158 323 △ 165 △ 51.1

　　災害復旧事業 18 18   0   0.0

　　一般単独事業 3 8 △ 5 △ 62.5

公営企業債

　　水道事業 0 1 △ 1 △ 100.0

　　市場事業・と畜場事業 1 4 △ 3 △ 75.0

　　下水道事業 8 22 △ 14 △ 63.6

被災施設借換債 0 4 △ 4 △ 100.0

国の予算等貸付金債 ( 5 ) ( 15 ) ( △ 10 ) ( △ 66.7 )

( 5 ) ( 15 ) ( △ 10 ) ( △ 66.7 )

188 380 △ 192 △ 50.5

161 331 △ 170 △ 51.4

27 49 △ 22 △ 44.9

135 259 △ 124 △ 47.9

53 121 △ 68 △ 56.2

( 5 ) ( 15 ) ( △ 10 ) ( △ 66.7 )

(C)/(B)×100
項 目

( 国 の 予 算 等 貸 付 金 )

財 政 融 資 資 金

普 通 会 計 分内
訳

公 的 資 金

公 営 企 業 会 計 等 分

地方公共団体金融機構資金

資
金
区
分

平成２９年度地方債計画

（ 東 日 本 大 震 災 分 ）

差 引 増 減 率

(A)-(B) (C)

総 計

計 画 額 (A)

平 成 29 年 度 平 成 28 年 度

計 画 額 (B)

　　その他同意等の見込まれる項目

　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設
　　整備等事業債

　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する
　　公営企業債

（備　考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。

　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債

13


通常

		

						平成２９年度地方債計画

						（ 通 常 収 支 分 ）

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100										H29震災分 シンサイブン				H28震災分 シンサイブン

						一				一般会計債

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0						0				0

								２		公営住宅建設事業														1,130						1,141						△		-11						△		-1.0						158				323

								３		災害復旧事業														873						711								162								22.8						18				18

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2						0				0

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5						0				0

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2						0				0

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4						0				0

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0						0				0

								５		一般単独事業 タンドク														21,927						21,474								453								2.1

								（1）				一般 イッパン												2,795						4,362						△		-1,567						△		-35.9						3				8

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0						0				0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0						0				0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0						0				0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0						0				0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0						0				0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8						0				0

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2						0				0

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1						0				0

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0						0				0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0						0				0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0						0				0

						計																		49,884						49,132								752								1.5

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,473								570								12.7						0				1

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3						0				0

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6						0				0

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5						0				0

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4						0				0

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1						0				0

								７		市場事業・と畜場事業														235						458						△		-223						△		-48.7						1				4

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0						0				0

								９		下水道事業														11,904						11,597								307								2.6						8				22

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6						0				0

						計																		25,121						24,270								851								3.5

						合                 計																		75,005						73,402								1,603								2.2

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						四 ヨン				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						五 ゴ				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)				5				15

						総計 ソウケイ																(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

																								116,257						112,082								4,175								3.7

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										91,907						88,607								3,300								3.7

																うち一般会計債補助分 イッパンカイケイサイホジョブン

																うち一般会計債単独分 イッパンカイケイサイタンドクブン

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,350						23,475								875								3.7						27				49

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,609						46,115								494								1.1						OK				OK

										財政融資資金														28,545						28,076								469								1.7

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,064						18,039								25								0.1

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

						　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。 イッパンホジョシセツトウトクベツテンタイサイブンオクエンケイジョウ

						　２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリヘイセイネンドケイカクガクコウキョウシセツサイテキカカカガク

						　３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
　　するものであって外書である。 カシツケキン



要確認

（H28.12.17決着ベース）
直轄・補助　▲1.0%
単独※　　　＋1.0%
　　※緊防、公共施設等適正管理除き



東日本

		

				平成２９年度地方債計画

				（ 東 日 本 大 震 災 分 ）

				復旧・復興事業

																																								（単位：億円、％）

				項目 コウモク										平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

														計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

				一般会計債 イッパンカイケイサイ

				　　公営住宅建設事業												158						323						△		165						△		-51.1

				　　災害復旧事業												18						18								0								0.0

				　　一般単独事業												3						8						△		5						△		-62.5

				公営企業債 コウエイキギョウサイ

				　　水道事業												0						1						△		1						△		-100.0

				　　病院事業・介護サービス事業												0						-								-						0		0.0

				　　市場事業・と畜場事業												1						4						△		3						△		-75.0

				　　下水道事業												8						22						△		14						△		-63.6

				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ												0						4						△		4						△		-100.0

				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツキンサイ										(		5		)		(		15		)		(		△		-10		)		(		△		-66.7		)

				総計 ソウケイ										(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

																188						380						△		192						△		-50.5

				内訳 ウチワケ		普通会計分 フツウカイケイブン										161						331						△		170						△		-51.4

						公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイナドブン										27						49						△		22						△		-44.9

				資金区分 シキンクブン		公的資金 コウテキシキン

								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								135						259						△		124						△		-47.9

								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								53						121						△		68						△		-56.2

								(国の予算等貸付金) クニヨサントウカシツキン						(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

				　　その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

				　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設
　　整備等事業債 ヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカコッコシシュツキンウジギョウジッシバアイハッコウイッパンホジョシセツセイビトウジギョウサイ

				　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する
　　公営企業債 ジョウキイガイヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカワフッコウコウフキントウウジギョウジッシバアイハッコウコウエイキギョウサイ

				　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債 クブン

				（備　考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。 クニヨサントウカシツケキンサイカクニヨサントウモトカシツケキンザイゲンソトカ

				　

																								0





参考合計

																																																（参考） サンコウ

						平成２９年度地方債計画

						（通常収支分と東日本大震災分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンダイシンサイブンゴウケイ

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						一				一般会計債																																																16,601

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0												16,601

								２		公営住宅建設事業														1,288						1,464						△		-176						△		-12.0

								３		災害復旧事業														891						729								162								22.2

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0												21,482

								５		一般単独事業 タンドク														21,930						21,482								448								2.1												21,482

								（1）				一般 イッパン												2,798						4,370						△		-1,572						△		-36.0

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0												49,481

						計																		50,063						49,481								582								1.2												49,481

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,474								569								12.7

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1

								７		市場事業・と畜場事業														236						462						△		-226						△		-48.9

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0

								９		下水道事業														11,912						11,619								293								2.5

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6

						計																		25,130						24,297								833								3.4

						合                 計																		75,193						73,778								1,415								1.9

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ														0						4						△		-4						△		-100.0

						四 ヨン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						五 ゴ				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						六 ロク				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

						総計 ソウケイ																(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

																								116,445						112,462								3,983								3.5

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										92,068						88,938								3,130								3.5

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,377						23,524								853								3.6

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,797						46,495								302								0.6						OK		OK

										財政融資資金														28,680						28,335								345								1.2

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,117						18,160						△		-43						△		-0.2

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

								１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

								２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリ

								３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
　するものであって外書である。 クニヨサンナドカシツケキンサイショサイガイエンゴシキンカシツケキンクニヨサントウモトカシツケキンザイゲンガイショ



要確認



◆計画（通）

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分） ツウジョウシュウシブン

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,130				1,141				1,141				-11				-11		-1.0		-1.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						873				873				711				711				162				162		22.8		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,927				21,927				21,474				21,474				453				453		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				2,795				4,362				4,362				-1,567				-1,567		-35.9		-35.9								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										49,884				49,299				49,132				48,587				752				712		1.5		1.5		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,473				347				570				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						235				0				458				0				-223				0		-48.7		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,904				0				11,597				0				307				0		2.6		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,121				1,356				24,270				1,340				851				16		3.5		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				0				0				0				0		0.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		266		)				(		302		)				(		-36		)				-11.9		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		266		)				(		302		)				(		-36		)		0		-11.9		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,257				91,907				112,082				88,607				4,175				3,300		3.7		3.7

				普通会計分										91,907								88,607								3,300						3.7

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,350								23,475								875						3.7

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,805				51,455				74,202				50,727				1,603				728		2.2		1.4



&R&11&D　&T　&F　



◆計画（要入力（通＋東））

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分と東日本分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンブンゴウケイ

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,288				1,288				1,464				1,464				-176				-176		-12.0		-12.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						891				873				729				711				162				162		22.2		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,930				21,930				21,482				21,482				448				448		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,798				2,798				4,370				4,370				-1,572				-1,572		-36.0		-36.0								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										50,063				49,460				49,481				48,918				582				542		1.2		1.1		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,474				347				569				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						236				0				462				0				-226				0		-48.9		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,912				0				11,619				0				293				0		2.5		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,130				1,356				24,297				1,340				833				16		3.4		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				4				0				-4				0		-100.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		271		)				(		317		)				(		-46		)				-14.5		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		271		)				(		317		)				(		-46		)		0		-14.5		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,445				92,068				112,462				88,938				3,983				3,130		3.5		3.5

				普通会計分										92,068								88,938								3,130						3.5

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,377								23,524								853						3.6

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,993				51,616				74,582				51,058				1,411				558		1.9		1.1



&R&11&D　&T　&F　



計画（普通会計財対等込み）

										登録するときは確認を！

				　　平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分（財対分を含む ザイタイフンフク

																																												（単位：億円，％）

												平成29年度計画										平成28年度計画										増      減      額										伸        率

				項     目										計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考

														Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独

				一般会計債

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443		0				16,601				16,601		0				-158				-158		0		-1.0		-1.0		0.0

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

						3		災害復旧事業						873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				1,782		1,609				3,395				1,796		1,599				-4				-14		10		-0.1		-0.8		0.6

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				832		413				1,248				839		409				-3				-7		4		-0.2		-0.8		1.0

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

								(3)		一般廃棄物処理				656				429		227				657				432		225				-1				-3		2		-0.2		-0.7		0.9

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

										　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

										　　　豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　特別転貸分 ブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						6		一般単独事業 タンドク						21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

										　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0

										除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

										　　　地域総合整備資金貸付分 ブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクトウジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

								(2)		地域活性化				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

										　　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(5)		旧合併特例 キュウ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0				0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

										　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

										　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

						7		辺地及び過疎対策事業						4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2

								(1)		辺地対策				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0

								(2)		過疎対策				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2

						8		公共用地先行取得等事業						345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										49,199				21,848		27,351				48,487				21,881		26,606				712				-33		745		1.5		-0.2		2.8

				公営企業債																																						0.0		0.0		0.0

						水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン								362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

						交通事業 コウツウジギョウ								322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

						ガス事業 ジギョウ								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						病院事業								672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

						観光その他事業（駐車場整備分） カンコウタジギョウチュウシャジョウセイビブン								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				調整 チョウセイ										100										100										0								0.0				0.0

				臨時財政対策債										40,452										37,880										2,572								6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ										800										800										0								0.0				0.0

				普通会計総計										91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				うち臨時財政対策債を除く										51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4
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◆補単区分（要入力）（通）

				登録するときは確認を！

				平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成29年度計画										平成28年度計画												増      減      額								伸        率												1		1.000		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.99000		1.000		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								1.00963		1.000		単独 タンドク

				一般会計債

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0

				公営住宅建設事業				1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9								1,087		←全体調整額 ゼンタイチョウセイガク

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								905		2,382

				除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0								182		479

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち転用分 テンヨウブン				0				0		0				110				0		110				-110				0		-110		-100.0		0.0		-100.0

				その他分 タブン				690				0		690				580				0		580				110				0		110		19.0		0.0		19.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

				　　　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

				　　　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H29		H28

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								765		764

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				41,299				13,963		27,336				40,587				13,996		26,591				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債																																0.0		0.0		0.0								1.012

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				42,655				14,302		28,353				41,927				14,320		27,607				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100										100										0								0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452										37,880										2,572								6.8				0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800										800										0								0.0				0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252										46,680										2,572								5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4

				地財収支の地方債　ニ チザイシュウシチホウサイ				91,907

				ニ－ハ				(0)
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特別転貸債分の調整▲50

300億円増
　普通261億円
　公営39億円

10億円増
　普通9億円
　公営1億円

転用▲110億円
見合い増分

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

財対分横置きの影響を本来分で調整　▲69



◆補単区分(通＋東)

				登録するときは確認を！

				平成26年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成26年度計画										平成25年度計画												増      減      額								伸        率												0.988		1.024		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.975		1.024		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								0.945		1.024		単独 タンドク

				一般会計債																																												0.941				消費増税なし単独 ショウヒゾウゼイタンドク

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0								別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク

				公営住宅建設事業				1,570				1,532		38				1,581				1,543		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0								440		440						別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク		301

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　全国防災事業 ゼンコクボウサイジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								983		983

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				18,792				0		18,792				20,359				0		20,359				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,810				0		2,810				4,377				0		4,377				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,492				0		1,492				2,397				0		2,397				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								15		15												4

				除却債 ジョキャクサイ				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウ				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0												0								301		4

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								過疎率 カソリツ

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				　緊急防災・減災事業 キンキュウボウサイゲンサイジギョウ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　  公共施設等最適化事業 シセツトウサイテキカジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H26		H25

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								769		745

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0								行革率 ギョウカクリツ

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				計				0				0		0				0				0		0				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.010

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				0				0		0				0				0		0				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100				0		0				100				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452				0		0				37,880				0		0				2,572				0		0		6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800				0		0				800				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252				0		0				46,680				0		0				2,572				0		0		5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				0				0		0				0				0		0				3,300				0		0		3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				0				0		0				0				0		0				728				0		0		1.4		0.0		0.0

								91907

								-0.08

								0										地方道財対 チホウドウザイタイ

								特定分 トクテイブン						196				特定分 トクテイブン						196

								ふるさと農林道 ノウリンミチ						15				ふるさと農林道 ノウリンミチ						15

								合計 ゴウケイ						211				合計 ゴウケイ						211

								割り落とし後 ワオゴ						199

																		0				0		0

								37,530				10,130		27,400
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文章編

		

				チェック用 ヨウ																						チェック用 ヨウ

				平成25年度地方債計画																						平成25年度地方債計画（資金区分） シキンクブン

																				（単位：億円、％）																										（単位：億円、％）

														平成25年度		平成24年度		差引 サシヒキ		増 減 率																平成25年度				平成24年度				差引 サシヒキ		増 減 率

				区             分										計　画　額		計　画　額										区             分										計　画　額				計　画　額

														(A)		(B)		(A-B） (C)		(C/B)×100																(A)		構成比 コウセイヒ		(B)		構成比 コウセイヒ		(A-B） (C)		(C/B)×100

				普通会計分 フツウカイケイブン										0		88,938		0		0.0						公的資金 コウテキシキン										46,797		40.2		46,495		41.3		302		0.6

						通常分 ツウジョウブン								0		42,258		0		0.0								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								28,680		24.6		28,335		25.2		345		1.2

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								18,117		15.6		18,160		16.1		△ 43		△ 0.2

								臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ						40,452		37,880		2,572		6.8						（国の予算等貸付金） クニヨサントウカシツケキン										(271)		-		(317)		-		(△ 46)		(△ 14.5)

								財源対策債 ザイゲンタイサクサイ						7,900		7,900		0		0.0						民間等資金 ミンカントウシキン										69,648		59.8		65,967		58.7		3,681		5.6

								退職手当債 タイショクテアテサイ						800		800		0		0.0								市場公募 シジョウコウボ								38,200		32.8		36,900		32.8		1,300		3.5

								調　　　整 チョウヒトシ						100		100		0		0.0								銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ								31,448		27.0		29,067		25.8		2,381		8.2

				公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイトウブン										24,377		23,524		853		3.6						合計 ゴウケイ										116,445		100.0		112,462		100.0		3,983		3.5

				総　　　計 フサケイ										0		112,462		0		0.0

						通常分 ツウジョウブン								0		65,782		0		0.0

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5
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財対

		

				平成29年度地方債計画における財源対策債 ヘイセイネンドチホウサイケイカクザイゲンタイサクサイ

																（単位：億円、％） タンイオクエン

				事業区分 ジギョウクブン						28計画額 ケイカクガク		29計画額 ケイカクガク		増減額 ゾウゲンガク		伸び率 ノリツ

										Ａ		Ｂ		Ｃ=Ｂ-Ａ		Ｃ/Ａ

				公共事業等 コウキョウジギョウトウ		補助分 ホジョブン				7,684		7,684		0		0.0

								うち調整分 チョウセイブン		0		0		0		0.0

				学校教育施設等整備事業 ガッコウキョウイクシセツトウセイビジギョウ		補助分 ホジョブン				98		98		0		0.0

				一般廃棄物処理事業 イッパンハイキブツショリジギョウ		補助分 ホジョブン				103		103		0		0.0

						単独分 タンドクブン				15		15		0		0.0

				地域活性化事業 チイキカッセイカジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				地方道路等整備事業 チホウドウロトウセイビジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				合計 ゴウケイ						7,900		7,900		0		0.0

				注　補助分・単独分とも原則として、20計画の財源対策債の額に0.97を乗じて得た額である。 チュウホジョブンタンドクブンゲンソクケイカクザイゲンタイサクサイガクジョウエガク

				　　今後の精査により額が変動する場合がある。 コンゴセイサガクヘンドウバアイ

				※財政課企画係の主査から求められた（2014/01/8） ザイセイカキカクガカリシュサモト
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①




①




②






平成２９年度地方債計画③

   （単位：億円、％）

１ 16,443 16,601 △ 158 △ 1.0

２ 1,288 1,464 △ 176 △ 12.0

３ 891 729   162   22.2

４ 3,391 3,395 △ 4 △ 0.1

1,245 1,248 △ 3 △ 0.2

383 381   2   0.5

656 657 △ 1 △ 0.2

567 569 △ 2 △ 0.4

540 540   0   0.0

５ 21,930 21,482   448   2.1

2,798 4,370 △ 1,572 △ 36.0

690 690   0   0.0

871 871   0   0.0

3,221 3,221   0   0.0

6,200 6,200   0   0.0

5,000 5,000   0   0.0

3,150 1,130 2,020   178.8

６ 4,975 4,665   310   6.6

475 465   10   2.2

4,500 4,200   300   7.1

７ 345 345   0   0.0

８ 700 700   0   0.0

９ 100 100   0   0.0

50,063 49,481   582   1.2

１ 5,043 4,474   569   12.7

２ 247 222   25   11.3

３ 1,611 1,654 △ 43 △ 2.6

４ 202 178   24   13.5

５ 509 461   48   10.4

６ 4,614 4,434   180   4.1

７ 236 462 △ 226 △ 48.9

８ 622 699 △ 77 △ 11.0

９ 11,912 11,619   293   2.5

10 134 94   40   42.6

25,130 24,297   833   3.4

75,193 73,778   1,415   1.9

（2） 過 疎 対 策

観 光 そ の 他 事 業

港 湾 整 備 事 業

病院事業・ 介護 サー ビス 事業

公 営 企 業 債

電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業

計 画 額 (A)

一 般 補 助 施 設 等

施 設 （ 一 般 財 源 化 分 ）

(A)-(B) (C)

教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業

（4）

（1）

 一

（1）

公 共 事 業 等

公 営 住 宅 建 設 事 業

一 般 廃 棄 物 処 理

災 害 復 旧 事 業

（1） 一 般

学 校 教 育 施 設 等

下 水 道 事 業

平成２９年度地方債計画

項                 目
平成29年度 平成28年度 差 引 増 減 率

(C)/(B)×100

（通常収支分と東日本大震災分の合計）

計 画 額 (B)

地 方 道 路 等

地 域 活 性 化

（5）

一 般 単 独 事 業

（2） 社 会 福 祉 施 設

（3）

（2）

一 般 会 計 債

公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業

行 政 改 革 推 進

調 整

計

（3） 防 災 対 策

（5） 旧 合 併 特 例

（4）

辺 地 対 策

（6） 緊 急 防 災 ・ 減 災

辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業

水 道 事 業

工 業 用 水 道 事 業

交 通 事 業

 二

市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業

地 域 開 発 事 業

計

合                 計

（7） 公 共 施 設 等 適 正 管 理

   （単位：億円、％）

 三 0 4 △ 4 △ 100.0

 四 40,452 37,880   2,572   6.8

800 800   0   0.0

( 271 ) ( 317 ) (△ 46 ) ( △ 14.5 )

( 271 ) ( 317 ) (△ 46 ) ( △ 14.5 )

116,445 112,462   3,983   3.5

                92,068 88,938   3,130   3.5

           24,377 23,524   853   3.6

資  金  区  分

46,797 46,495   302   0.6

28,680 28,335   345   1.2

18,117 18,160 △ 43 △ 0.2

( ) ( 271 ) ( 317 ) (△ 46 ) ( △ 14.5 )

69,648 65,967   3,681   5.6

38,200 36,900   1,300   3.5

31,448 29,067   2,381   8.2

１

２

３

（備　考）

増 減 率
項                 目

臨 時 財 政 対 策 債

 五 退 職 手 当 債

被 災 施 設 借 換 債

普 通 会 計 分

訳

２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。

　するものであって外書である。

計 画 額 (B) (C)/(B)×100

公 的 資 金

平成29年度

その他同意等の見込まれる項目

公 営 企 業 会 計 等 分

民 間 等 資 金

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金

国 の 予 算 等 貸 付 金

　財政再生団体が発行する再生振替特例債

差 引

計 画 額 (A) (A)-(B) (C)

市 場 公 募

財 政 融 資 資 金

平成28年度

銀 行 等 引 受

３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と

１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

 六 国 の 予 算 等 貸 付 金 債

総 計

内

　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債

　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債

14


通常

		

						平成２９年度地方債計画

						（ 通 常 収 支 分 ）

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100										H29震災分 シンサイブン				H28震災分 シンサイブン

						一				一般会計債

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0						0				0

								２		公営住宅建設事業														1,130						1,141						△		-11						△		-1.0						158				323

								３		災害復旧事業														873						711								162								22.8						18				18

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2						0				0

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5						0				0

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2						0				0

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4						0				0

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0						0				0

								５		一般単独事業 タンドク														21,927						21,474								453								2.1

								（1）				一般 イッパン												2,795						4,362						△		-1,567						△		-35.9						3				8

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0						0				0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0						0				0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0						0				0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0						0				0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0						0				0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8						0				0

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2						0				0

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1						0				0

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0						0				0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0						0				0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0						0				0

						計																		49,884						49,132								752								1.5

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,473								570								12.7						0				1

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3						0				0

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6						0				0

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5						0				0

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4						0				0

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1						0				0

								７		市場事業・と畜場事業														235						458						△		-223						△		-48.7						1				4

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0						0				0

								９		下水道事業														11,904						11,597								307								2.6						8				22

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6						0				0

						計																		25,121						24,270								851								3.5

						合                 計																		75,005						73,402								1,603								2.2

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						四 ヨン				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						五 ゴ				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)				5				15

						総計 ソウケイ																(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

																								116,257						112,082								4,175								3.7

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										91,907						88,607								3,300								3.7

																うち一般会計債補助分 イッパンカイケイサイホジョブン

																うち一般会計債単独分 イッパンカイケイサイタンドクブン

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,350						23,475								875								3.7						27				49

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,609						46,115								494								1.1						OK				OK

										財政融資資金														28,545						28,076								469								1.7

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,064						18,039								25								0.1

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

						　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。 イッパンホジョシセツトウトクベツテンタイサイブンオクエンケイジョウ

						　２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリヘイセイネンドケイカクガクコウキョウシセツサイテキカカカガク

						　３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と カシツケキン

						　　するものであって外書である。



要確認

（H28.12.17決着ベース）
直轄・補助　▲1.0%
単独※　　　＋1.0%
　　※緊防、公共施設等適正管理除き



東日本

		

				平成２９年度地方債計画

				（ 東 日 本 大 震 災 分 ）

				復旧・復興事業

																																								（単位：億円、％）

				項目 コウモク										平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

														計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

				一般会計債 イッパンカイケイサイ

				　　公営住宅建設事業												158						323						△		165						△		-51.1

				　　災害復旧事業												18						18								0								0.0

				　　一般単独事業												3						8						△		5						△		-62.5

				公営企業債 コウエイキギョウサイ

				　　水道事業												0						1						△		1						△		-100.0

				　　病院事業・介護サービス事業												0						-								-						0		0.0

				　　市場事業・と畜場事業												1						4						△		3						△		-75.0

				　　下水道事業												8						22						△		14						△		-63.6

				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ												0						4						△		4						△		-100.0

				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツキンサイ										(		5		)		(		15		)		(		△		-10		)		(		△		-66.7		)

				総計 ソウケイ										(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

																188						380						△		192						△		-50.5

				内訳 ウチワケ		普通会計分 フツウカイケイブン										161						331						△		170						△		-51.4

						公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイナドブン										27						49						△		22						△		-44.9

				資金区分 シキンクブン		公的資金 コウテキシキン

								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								135						259						△		124						△		-47.9

								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								53						121						△		68						△		-56.2

								(国の予算等貸付金) クニヨサントウカシツキン						(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

				　　その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

				　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設
　　整備等事業債 ヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカコッコシシュツキンウジギョウジッシバアイハッコウイッパンホジョシセツセイビトウジギョウサイ

				　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する
　　公営企業債 ジョウキイガイヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカワフッコウコウフキントウウジギョウジッシバアイハッコウコウエイキギョウサイ

				　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債 クブン

				（備　考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。 クニヨサントウカシツケキンサイカクニヨサントウモトカシツケキンザイゲンソトカ

				　

																								0





参考合計

																																																（参考） サンコウ

						平成２９年度地方債計画

						（通常収支分と東日本大震災分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンダイシンサイブンゴウケイ

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						一				一般会計債																																																16,601

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0												16,601

								２		公営住宅建設事業														1,288						1,464						△		-176						△		-12.0

								３		災害復旧事業														891						729								162								22.2

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0												21,482

								５		一般単独事業 タンドク														21,930						21,482								448								2.1												21,482

								（1）				一般 イッパン												2,798						4,370						△		-1,572						△		-36.0

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0												49,481

						計																		50,063						49,481								582								1.2												49,481

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,474								569								12.7

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1

								７		市場事業・と畜場事業														236						462						△		-226						△		-48.9

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0

								９		下水道事業														11,912						11,619								293								2.5

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6

						計																		25,130						24,297								833								3.4

						合                 計																		75,193						73,778								1,415								1.9

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ														0						4						△		-4						△		-100.0

						四 ヨン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						五 ゴ				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						六 ロク				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

						総計 ソウケイ																(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

																								116,445						112,462								3,983								3.5

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										92,068						88,938								3,130								3.5

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,377						23,524								853								3.6

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,797						46,495								302								0.6						OK		OK

										財政融資資金														28,680						28,335								345								1.2

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,117						18,160						△		-43						△		-0.2

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

								１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

								２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリ

								３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
　 クニヨサンナドカシツケキンサイショサイガイエンゴシキンカシツケキンクニヨサントウモトカシツケキンザイゲン

								　するものであって外書である。



要確認



◆計画（通）

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分） ツウジョウシュウシブン

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,130				1,141				1,141				-11				-11		-1.0		-1.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						873				873				711				711				162				162		22.8		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,927				21,927				21,474				21,474				453				453		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				2,795				4,362				4,362				-1,567				-1,567		-35.9		-35.9								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										49,884				49,299				49,132				48,587				752				712		1.5		1.5		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,473				347				570				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						235				0				458				0				-223				0		-48.7		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,904				0				11,597				0				307				0		2.6		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,121				1,356				24,270				1,340				851				16		3.5		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				0				0				0				0		0.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		266		)				(		302		)				(		-36		)				-11.9		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		266		)				(		302		)				(		-36		)		0		-11.9		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,257				91,907				112,082				88,607				4,175				3,300		3.7		3.7

				普通会計分										91,907								88,607								3,300						3.7

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,350								23,475								875						3.7

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,805				51,455				74,202				50,727				1,603				728		2.2		1.4



&R&11&D　&T　&F　



◆計画（要入力（通＋東））

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分と東日本分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンブンゴウケイ

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,288				1,288				1,464				1,464				-176				-176		-12.0		-12.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						891				873				729				711				162				162		22.2		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,930				21,930				21,482				21,482				448				448		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,798				2,798				4,370				4,370				-1,572				-1,572		-36.0		-36.0								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										50,063				49,460				49,481				48,918				582				542		1.2		1.1		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,474				347				569				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						236				0				462				0				-226				0		-48.9		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,912				0				11,619				0				293				0		2.5		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,130				1,356				24,297				1,340				833				16		3.4		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				4				0				-4				0		-100.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		271		)				(		317		)				(		-46		)				-14.5		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		271		)				(		317		)				(		-46		)		0		-14.5		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,445				92,068				112,462				88,938				3,983				3,130		3.5		3.5

				普通会計分										92,068								88,938								3,130						3.5

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,377								23,524								853						3.6

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,993				51,616				74,582				51,058				1,411				558		1.9		1.1
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計画（普通会計財対等込み）

										登録するときは確認を！

				　　平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分（財対分を含む ザイタイフンフク

																																												（単位：億円，％）

												平成29年度計画										平成28年度計画										増      減      額										伸        率

				項     目										計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考

														Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独

				一般会計債

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443		0				16,601				16,601		0				-158				-158		0		-1.0		-1.0		0.0

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

						3		災害復旧事業						873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				1,782		1,609				3,395				1,796		1,599				-4				-14		10		-0.1		-0.8		0.6

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				832		413				1,248				839		409				-3				-7		4		-0.2		-0.8		1.0

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

								(3)		一般廃棄物処理				656				429		227				657				432		225				-1				-3		2		-0.2		-0.7		0.9

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

										　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

										　　　豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　特別転貸分 ブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						6		一般単独事業 タンドク						21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

										　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0

										除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

										　　　地域総合整備資金貸付分 ブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクトウジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

								(2)		地域活性化				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

										　　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(5)		旧合併特例 キュウ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0				0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

										　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

										　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

						7		辺地及び過疎対策事業						4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2

								(1)		辺地対策				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0

								(2)		過疎対策				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2

						8		公共用地先行取得等事業						345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										49,199				21,848		27,351				48,487				21,881		26,606				712				-33		745		1.5		-0.2		2.8

				公営企業債																																						0.0		0.0		0.0

						水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン								362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

						交通事業 コウツウジギョウ								322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

						ガス事業 ジギョウ								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						病院事業								672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

						観光その他事業（駐車場整備分） カンコウタジギョウチュウシャジョウセイビブン								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				調整 チョウセイ										100										100										0								0.0				0.0

				臨時財政対策債										40,452										37,880										2,572								6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ										800										800										0								0.0				0.0

				普通会計総計										91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				うち臨時財政対策債を除く										51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4
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◆補単区分（要入力）（通）

				登録するときは確認を！

				平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成29年度計画										平成28年度計画												増      減      額								伸        率												1		1.000		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.99000		1.000		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								1.00963		1.000		単独 タンドク

				一般会計債

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0

				公営住宅建設事業				1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9								1,087		←全体調整額 ゼンタイチョウセイガク

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								905		2,382

				除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0								182		479

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち転用分 テンヨウブン				0				0		0				110				0		110				-110				0		-110		-100.0		0.0		-100.0

				その他分 タブン				690				0		690				580				0		580				110				0		110		19.0		0.0		19.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

				　　　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

				　　　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H29		H28

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								765		764

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				41,299				13,963		27,336				40,587				13,996		26,591				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債																																0.0		0.0		0.0								1.012

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				42,655				14,302		28,353				41,927				14,320		27,607				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100										100										0								0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452										37,880										2,572								6.8				0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800										800										0								0.0				0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252										46,680										2,572								5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4

				地財収支の地方債　ニ チザイシュウシチホウサイ				91,907

				ニ－ハ				(0)
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特別転貸債分の調整▲50

300億円増
　普通261億円
　公営39億円

10億円増
　普通9億円
　公営1億円

転用▲110億円
見合い増分

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

財対分横置きの影響を本来分で調整　▲69



◆補単区分(通＋東)

				登録するときは確認を！

				平成26年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成26年度計画										平成25年度計画												増      減      額								伸        率												0.988		1.024		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.975		1.024		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								0.945		1.024		単独 タンドク

				一般会計債																																												0.941				消費増税なし単独 ショウヒゾウゼイタンドク

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0								別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク

				公営住宅建設事業				1,570				1,532		38				1,581				1,543		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0								440		440						別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク		301

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　全国防災事業 ゼンコクボウサイジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								983		983

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				18,792				0		18,792				20,359				0		20,359				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,810				0		2,810				4,377				0		4,377				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,492				0		1,492				2,397				0		2,397				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								15		15												4

				除却債 ジョキャクサイ				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウ				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0												0								301		4

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								過疎率 カソリツ

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				　緊急防災・減災事業 キンキュウボウサイゲンサイジギョウ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　  公共施設等最適化事業 シセツトウサイテキカジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H26		H25

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								769		745

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0								行革率 ギョウカクリツ

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				計				0				0		0				0				0		0				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.010

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				0				0		0				0				0		0				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100				0		0				100				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452				0		0				37,880				0		0				2,572				0		0		6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800				0		0				800				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252				0		0				46,680				0		0				2,572				0		0		5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				0				0		0				0				0		0				3,300				0		0		3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				0				0		0				0				0		0				728				0		0		1.4		0.0		0.0

								91907

								-0.08

								0										地方道財対 チホウドウザイタイ

								特定分 トクテイブン						196				特定分 トクテイブン						196

								ふるさと農林道 ノウリンミチ						15				ふるさと農林道 ノウリンミチ						15

								合計 ゴウケイ						211				合計 ゴウケイ						211

								割り落とし後 ワオゴ						199

																		0				0		0

								37,530				10,130		27,400
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文章編

		

				チェック用 ヨウ																						チェック用 ヨウ

				平成25年度地方債計画																						平成25年度地方債計画（資金区分） シキンクブン

																				（単位：億円、％）																										（単位：億円、％）

														平成25年度		平成24年度		差引 サシヒキ		増 減 率																平成25年度				平成24年度				差引 サシヒキ		増 減 率

				区             分										計　画　額		計　画　額										区             分										計　画　額				計　画　額

														(A)		(B)		(A-B） (C)		(C/B)×100																(A)		構成比 コウセイヒ		(B)		構成比 コウセイヒ		(A-B） (C)		(C/B)×100

				普通会計分 フツウカイケイブン										0		88,938		0		0.0						公的資金 コウテキシキン										46,797		40.2		46,495		41.3		302		0.6

						通常分 ツウジョウブン								0		42,258		0		0.0								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								28,680		24.6		28,335		25.2		345		1.2

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								18,117		15.6		18,160		16.1		△ 43		△ 0.2

								臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ						40,452		37,880		2,572		6.8						（国の予算等貸付金） クニヨサントウカシツケキン										(271)		-		(317)		-		(△ 46)		(△ 14.5)

								財源対策債 ザイゲンタイサクサイ						7,900		7,900		0		0.0						民間等資金 ミンカントウシキン										69,648		59.8		65,967		58.7		3,681		5.6

								退職手当債 タイショクテアテサイ						800		800		0		0.0								市場公募 シジョウコウボ								38,200		32.8		36,900		32.8		1,300		3.5

								調　　　整 チョウヒトシ						100		100		0		0.0								銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ								31,448		27.0		29,067		25.8		2,381		8.2

				公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイトウブン										24,377		23,524		853		3.6						合計 ゴウケイ										116,445		100.0		112,462		100.0		3,983		3.5

				総　　　計 フサケイ										0		112,462		0		0.0

						通常分 ツウジョウブン								0		65,782		0		0.0

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5
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財対

		

				平成29年度地方債計画における財源対策債 ヘイセイネンドチホウサイケイカクザイゲンタイサクサイ

																（単位：億円、％） タンイオクエン

				事業区分 ジギョウクブン						28計画額 ケイカクガク		29計画額 ケイカクガク		増減額 ゾウゲンガク		伸び率 ノリツ

										Ａ		Ｂ		Ｃ=Ｂ-Ａ		Ｃ/Ａ

				公共事業等 コウキョウジギョウトウ		補助分 ホジョブン				7,684		7,684		0		0.0

								うち調整分 チョウセイブン		0		0		0		0.0

				学校教育施設等整備事業 ガッコウキョウイクシセツトウセイビジギョウ		補助分 ホジョブン				98		98		0		0.0

				一般廃棄物処理事業 イッパンハイキブツショリジギョウ		補助分 ホジョブン				103		103		0		0.0

						単独分 タンドクブン				15		15		0		0.0

				地域活性化事業 チイキカッセイカジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				地方道路等整備事業 チホウドウロトウセイビジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				合計 ゴウケイ						7,900		7,900		0		0.0

				注　補助分・単独分とも原則として、20計画の財源対策債の額に0.97を乗じて得た額である。 チュウホジョブンタンドクブンゲンソクケイカクザイゲンタイサクサイガクジョウエガク

				　　今後の精査により額が変動する場合がある。 コンゴセイサガクヘンドウバアイ

				※財政課企画係の主査から求められた（2014/01/8） ザイセイカキカクガカリシュサモト
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通常

		

						平成２９年度地方債計画

						（ 通 常 収 支 分 ）

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100										H29震災分 シンサイブン				H28震災分 シンサイブン

						一				一般会計債

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0						0				0

								２		公営住宅建設事業														1,130						1,141						△		-11						△		-1.0						158				323

								３		災害復旧事業														873						711								162								22.8						18				18

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2						0				0

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5						0				0

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2						0				0

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4						0				0

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0						0				0

								５		一般単独事業 タンドク														21,927						21,474								453								2.1

								（1）				一般 イッパン												2,795						4,362						△		-1,567						△		-35.9						3				8

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0						0				0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0						0				0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0						0				0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0						0				0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0						0				0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8						0				0

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2						0				0

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1						0				0

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0						0				0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0						0				0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0						0				0

						計																		49,884						49,132								752								1.5

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,473								570								12.7						0				1

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3						0				0

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6						0				0

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5						0				0

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4						0				0

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1						0				0

								７		市場事業・と畜場事業														235						458						△		-223						△		-48.7						1				4

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0						0				0

								９		下水道事業														11,904						11,597								307								2.6						8				22

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6						0				0

						計																		25,121						24,270								851								3.5

						合                 計																		75,005						73,402								1,603								2.2

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						四 ヨン				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						五 ゴ				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)				5				15

						総計 ソウケイ																(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

																								116,257						112,082								4,175								3.7

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										91,907						88,607								3,300								3.7

																うち一般会計債補助分 イッパンカイケイサイホジョブン

																うち一般会計債単独分 イッパンカイケイサイタンドクブン

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,350						23,475								875								3.7						27				49

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,609						46,115								494								1.1						OK				OK

										財政融資資金														28,545						28,076								469								1.7

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,064						18,039								25								0.1

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		266		)		(		302		)		(		△		-36		)		(		△		-11.9		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

						　１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。 イッパンホジョシセツトウトクベツテンタイサイブンオクエンケイジョウ

						　２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリヘイセイネンドケイカクガクコウキョウシセツサイテキカカカガク

						　３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と カシツケキン

						　　するものであって外書である。



要確認

（H28.12.17決着ベース）
直轄・補助　▲1.0%
単独※　　　＋1.0%
　　※緊防、公共施設等適正管理除き



東日本

		

				平成２９年度地方債計画

				（ 東 日 本 大 震 災 分 ）

				復旧・復興事業

																																								（単位：億円、％）

				項目 コウモク										平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

														計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

				一般会計債 イッパンカイケイサイ

				　　公営住宅建設事業												158						323						△		165						△		-51.1

				　　災害復旧事業												18						18								0								0.0

				　　一般単独事業												3						8						△		5						△		-62.5

				公営企業債 コウエイキギョウサイ

				　　水道事業												0						1						△		1						△		-100.0

				　　病院事業・介護サービス事業												0						-								-						0		0.0

				　　市場事業・と畜場事業												1						4						△		3						△		-75.0

				　　下水道事業												8						22						△		14						△		-63.6

				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ												0						4						△		4						△		-100.0

				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツキンサイ										(		5		)		(		15		)		(		△		-10		)		(		△		-66.7		)

				総計 ソウケイ										(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

																188						380						△		192						△		-50.5

				内訳 ウチワケ		普通会計分 フツウカイケイブン										161						331						△		170						△		-51.4

						公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイナドブン										27						49						△		22						△		-44.9

				資金区分 シキンクブン		公的資金 コウテキシキン

								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								135						259						△		124						△		-47.9

								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								53						121						△		68						△		-56.2

								(国の予算等貸付金) クニヨサントウカシツキン						(		5		)		(		15		)		(		△		10		)		(		△		-66.7		)

				　　その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

				　１　東日本大震災復興特別会計予算に係る国庫支出金を受けて事業を実施する場合に発行する一般補助施設
　　整備等事業債 ヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカコッコシシュツキンウジギョウジッシバアイハッコウイッパンホジョシセツセイビトウジギョウサイ

				　２　上記以外の東日本大震災復興特別会計予算に係る復興交付金等を受けて事業を実施する場合に発行する
　　公営企業債 ジョウキイガイヒガシニホンダイシンサイフッコウトクベツカイケイヨサンカカワフッコウコウフキントウウジギョウジッシバアイハッコウコウエイキギョウサイ

				　３　上記以外の公営企業の事業区分において発行する震災減収対策企業債 クブン

				（備　考）
　　国の予算等貸付金債の（　）書は、国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって外書である。 クニヨサントウカシツケキンサイカクニヨサントウモトカシツケキンザイゲンソトカ

				　

																								0





参考合計

																																																（参考） サンコウ

						平成２９年度地方債計画

						（通常収支分と東日本大震災分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンダイシンサイブンゴウケイ

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						一				一般会計債																																																16,601

								１		公共事業等 コウキョウジギョウトウ														16,443						16,601						△		-158						△		-1.0												16,601

								２		公営住宅建設事業														1,288						1,464						△		-176						△		-12.0

								３		災害復旧事業														891						729								162								22.2

								４		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ														3,391						3,395						△		-4						△		-0.1

								（1）				学校教育施設等 ガッコウトウ												1,245						1,248						△		-3						△		-0.2

								（2）				社会福祉施設 シャカイフクシシセツ												383						381								2								0.5

								（3）				一般廃棄物処理												656						657						△		-1						△		-0.2

								（4）				一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ												567						569						△		-2						△		-0.4

								（5）				施設（一般財源化分） ブン												540						540								0								0.0												21,482

								５		一般単独事業 タンドク														21,930						21,482								448								2.1												21,482

								（1）				一般 イッパン												2,798						4,370						△		-1,572						△		-36.0

								（2）				地域活性化												690						690								0								0.0

								（3）				防災対策												871						871								0								0.0

								（4）				地方道路等 チカタミチロトウ												3,221						3,221								0								0.0

								（5）				旧合併特例 キュウ												6,200						6,200								0								0.0

								（6）				緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ												5,000						5,000								0								0.0

								（7）				公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ												3,150						1,130								2,020								178.8

								６		辺地及び過疎対策事業														4,975						4,665								310								6.6

								（1）				辺地対策												475						465								10								2.2

								（2）				過疎対策												4,500						4,200								300								7.1

								７		公共用地先行取得等事業														345						345								0								0.0

								８		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン														700						700								0								0.0

								９		調整 チョウセイ														100						100								0								0.0												49,481

						計																		50,063						49,481								582								1.2												49,481

						二				公営企業債

								１		水道事業														5,043						4,474								569								12.7

								２		工業用水道事業														247						222								25								11.3

								３		交通事業 コウツウ														1,611						1,654						△		-43						△		-2.6

								４		電気事業・ガス事業														202						178								24								13.5

								５		港湾整備事業														509						461								48								10.4

								６		病院事業・介護サービス事業 カイゴジギョウ														4,614						4,434								180								4.1

								７		市場事業・と畜場事業														236						462						△		-226						△		-48.9

								８		地域開発事業														622						699						△		-77						△		-11.0

								９		下水道事業														11,912						11,619								293								2.5

								10		観光その他事業														134						94								40								42.6

						計																		25,130						24,297								833								3.4

						合                 計																		75,193						73,778								1,415								1.9

																																																（単位：億円、％）

						項                 目																平成29年度						平成28年度						差　引								増減率

																						計画額(A)						計画額(B)						(A)-(B) (C)								(C)/(B)×100

						三 サン				被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ														0						4						△		-4						△		-100.0

						四 ヨン				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ														40,452						37,880								2,572								6.8

						五 ゴ				退職手当債 タイショクテアテサイ														800						800								0								0.0

						六 ロク				国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ												(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

						総計 ソウケイ																(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

																								116,445						112,462								3,983								3.5

						内						普   通   会   計   分		普通会計分										92,068						88,938								3,130								3.5

						訳						公 営 企 業 会 計 等 分		公営企業会計等分										24,377						23,524								853								3.6

						資  金  区  分

								公的資金 コウテキシキン																46,797						46,495								302								0.6						OK		OK

										財政融資資金														28,680						28,335								345								1.2

										地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン														18,117						18,160						△		-43						△		-0.2

										(		国の予算等貸付金 クニヨサントウカシツケキン								)		(		271		)		(		317		)		(		△		-46		)		(		△		-14.5		)

								民間等資金																69,648						65,967								3,681								5.6

										市場公募 シジョウコウボ														38,200						36,900								1,300								3.5

										銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ														31,448						29,067								2,381								8.2

						その他同意等の見込まれる項目 タドウイトウミココウモク

								１		　資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債 シキンクブンヘンコウトウオコナバアイハッコウカリカエサイ

								２		　地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補塡債 トウゲンシュウホテンサイ

								３		　財政再生団体が発行する再生振替特例債 サイセイフリカエトクレイサイ

						（備　考）

								１　一般補助施設等のうち、特別転貸債分として95億円を計上している。

								２　公共施設等適正管理の平成28年度計画額は、公共施設最適化に係る額である。 コウキョウシセツトウテキセイカンリ

								３　国の予算等貸付金債の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源と
　 クニヨサンナドカシツケキンサイショサイガイエンゴシキンカシツケキンクニヨサントウモトカシツケキンザイゲン

								　するものであって外書である。



要確認



◆計画（通）

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分） ツウジョウシュウシブン

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,130				1,141				1,141				-11				-11		-1.0		-1.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						873				873				711				711				162				162		22.8		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,927				21,927				21,474				21,474				453				453		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				2,795				4,362				4,362				-1,567				-1,567		-35.9		-35.9								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウテキセイカンリ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										49,884				49,299				49,132				48,587				752				712		1.5		1.5		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,473				347				570				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						235				0				458				0				-223				0		-48.7		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,904				0				11,597				0				307				0		2.6		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,121				1,356				24,270				1,340				851				16		3.5		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				0				0				0				0		0.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		266		)				(		302		)				(		-36		)				-11.9		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		266		)				(		302		)				(		-36		)		0		-11.9		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,257				91,907				112,082				88,607				4,175				3,300		3.7		3.7

				普通会計分										91,907								88,607								3,300						3.7

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,350								23,475								875						3.7

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,805				51,455				74,202				50,727				1,603				728		2.2		1.4



&R&11&D　&T　&F　



◆計画（要入力（通＋東））

										登録するときは確認を！

										平成２９年度地方債計画（通常収支分と東日本分の合計） ツウジョウシュウシブンヒガシニホンブンゴウケイ

																																								（単位：億円, ％）

												平成29年度 ド								平成28年度 ド																増  減  率

				項      目								計  画  額						うち普		計　画　額						うち普				差    引				うち普		総  額		普　通		備　　　考

																		通会計								通会計								通会計

														Ａ				分				Ｂ				分				A－B  Ｃ				分		C/B*100		会計分 カイケイ

				一 イチ		一般会計債																																								H29震災分 シンサイブン		H28震災分 シンサイブン

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443				16,601				16,601				-158				-158		-1.0		-1.0		25財対分

						2		公営住宅建設事業						1,288				1,288				1,464				1,464				-176				-176		-12.0		-12.0								158		323

						3		災害復旧事業 サイガイフッキュウジギョウ						891				873				729				711				162				162		22.2		22.8								18		18

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				3,391				3,395				3,395				-4				-4		-0.1		-0.1

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				1,245				1,248				1,248				-3				-3		-0.2		-0.2		25財対分

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				383				381				381				2				2		0.5		0.5

								(3)		一般廃棄物処理				656				656				657				657				-1				-1		-0.2		-0.2		25財対分

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				567				569				569				-2				-2		-0.4		-0.4

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				540				540				540				0				0		0.0		0.0

						6		一般単独事業						21,930				21,930				21,482				21,482				448				448		2.1		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,798				2,798				4,370				4,370				-1,572				-1,572		-36.0		-36.0								3		8

								(2)		地域活性化 チイキカッセイカ				690				690				690				690				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				871				871				871				0				0		0.0		0.0

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				3,221				3,221				3,221				0				0		0.0		0.0		25財対分

								(5)		旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				6,200				6,200				6,200				0				0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				5,000				5,000				5,000				0				0		0.0		0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				3,150				1,130				1,130				2,020				2,020		178.8		178.8

						7		辺地及び過疎対策事業						4,975				4,390				4,665				4,120				310				270		6.6		6.6

								(1)		辺地対策 ヘンチタイサク				475				437				465				428				10				9		2.2		2.1						←辺地は手入力 ヘンチテニュウリョク

								(2)		過疎対策 カソタイサク				4,500				3,953				4,200				3,692				300				261		7.1		7.1						←過疎は手入力 カソテニュウリョク

						8		公共用地先行取得等事業						345				345				345				345				0				0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				700				700				700				0				0		0.0		0.0

						10		調整 チョウセイ						100				100				100				100				0				0		0.0		0.0

				計										50,063				49,460				49,481				48,918				582				542		1.2		1.1		25財対分

				二 ニ		公営企業債																																						←以下公営企業分は手入力 イカコウエイキギョウブンテニュウリョク

						1		水道事業						5,043				362				4,474				347				569				15		12.7		4.4		25起債振替						0		1

								うち上水道分 ジョウスイドウブン						4,769				362				3,915				347				854				15		21.8		4.4

								　　簡易水道分 カンイスイドウブン						274				0				558				0				-284				0		-50.9		0.0		25起債振替

						2		工業用水道事業						247				0				222				0				25				0		11.3		0.0

						3		交通事業 コウツウ						1,611				322				1,654				315				-43				7		-2.6		2.2

						4		電気事業・ガス事業						202				0				178				0				24				0		13.5		0.0

						5		港湾整備事業						509				0				461				0				48				0		10.4		0.0

						6		病院事業・介護サービス事業 ジギョウカイゴジギョウ						4,614				672				4,434				678				180				-6		4.1		-0.9								0		0

						7		市場事業・と畜場事業 ジギョウチクジョウ						236				0				462				0				-226				0		-48.9		0.0								1		4

						8		地域開発事業						622				0				699				0				-77				0		-11.0		0.0

						9		下水道事業						11,912				0				11,619				0				293				0		2.5		0.0		25起債振替						8		22

						10		観光その他事業						134				0				94				0				40				0		42.6		0.0

				計										25,130				1,356				24,297				1,340				833				16		3.4		1.2		25起債振替

				三 サン		被災施設借換債 ヒサイシセツカリカエサイ								0				0				4				0				-4				0		-100.0		0.0						←手入力 テニュウリョク		0		4

				四 ヨン		臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ								40,452				40,452				37,880				37,880				2,572				2,572		6.8		6.8

				五 ゴ		退職手当債 タイショクテアテ								800				800				800				800				0				0		0.0		0.0

				六 ロク		国の予算等貸付金債 クニヨサントウカシツケキンサイ						(		271		)				(		317		)				(		-46		)				-14.5		0.0						←手入力 テニュウリョク		5		15

						1		地方道路整備臨時貸付金				(		970		)				(		1,000		)				(		-30		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

						2		その他 タ				(		1,093		)				(		1,127		)				(		-34		)				-3.0		0.0						←手入力 テニュウリョク

												(		271		)				(		317		)				(		-46		)		0		-14.5		0.0						概案は投資(補助)の伸び率、本計画は各省連動 ガイアントウシホジョノリツホンケイカクカクショウレンドウ

				総      計										116,445				92,068				112,462				88,938				3,983				3,130		3.5		3.5

				普通会計分										92,068								88,938								3,130						3.5

						内 ウチ				うち補助分 ホジョブン

						訳 ワケ				　　単独分 タンドクブン

										公営企業会計等分				24,377								23,524								853						3.6

				総計 － 臨時財政対策債 ソウケイリンジザイセイタイサクサイ										75,993				51,616				74,582				51,058				1,411				558		1.9		1.1
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計画（普通会計財対等込み）

										登録するときは確認を！

				　　平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分（財対分を含む ザイタイフンフク

																																												（単位：億円，％）

												平成29年度計画										平成28年度計画										増      減      額										伸        率

				項     目										計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考

														Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独

				一般会計債

						1		公共事業等 トウ						16,443				16,443		0				16,601				16,601		0				-158				-158		0		-1.0		-1.0		0.0

						2		公営住宅建設事業						1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

						3		災害復旧事業						873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

						5		教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ						3,391				1,782		1,609				3,395				1,796		1,599				-4				-14		10		-0.1		-0.8		0.6

								(1)		学校教育施設等 ガッコウトウ				1,245				832		413				1,248				839		409				-3				-7		4		-0.2		-0.8		1.0

								(2)		社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

								(3)		一般廃棄物処理				656				429		227				657				432		225				-1				-3		2		-0.2		-0.7		0.9

								(4)		一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

										　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

										　　　豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　特別転貸分 ブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

								(5)		施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						6		一般単独事業 タンドク						21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

								(1)		一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

										　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0

										除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

										　　　地域総合整備資金貸付分 ブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクトウジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

								(2)		地域活性化				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(3)		防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

										　　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

								(4)		地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		地方特定 チホウトクテイ		ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(5)		旧合併特例 キュウ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

								(6)		緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0				0.0

								(7)		公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

										　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

										　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

										　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

						7		辺地及び過疎対策事業						4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2

								(1)		辺地対策				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0

								(2)		過疎対策				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2

						8		公共用地先行取得等事業						345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						9		行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン						700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										49,199				21,848		27,351				48,487				21,881		26,606				712				-33		745		1.5		-0.2		2.8

				公営企業債																																						0.0		0.0		0.0

						水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン								362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

						交通事業 コウツウジギョウ								322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

						ガス事業 ジギョウ								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

						病院事業								672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

						観光その他事業（駐車場整備分） カンコウタジギョウチュウシャジョウセイビブン								0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計										1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				調整 チョウセイ										100										100										0								0.0				0.0

				臨時財政対策債										40,452										37,880										2,572								6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ										800										800										0								0.0				0.0

				普通会計総計										91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				うち臨時財政対策債を除く										51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4
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◆補単区分（要入力）（通）

				登録するときは確認を！

				平成29年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成29年度計画										平成28年度計画												増      減      額								伸        率												1		1.000		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.99000		1.000		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								1.00963		1.000		単独 タンドク

				一般会計債

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0

				公営住宅建設事業				1,130				1,092		38				1,141				1,103		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				21,927				0		21,927				21,474				0		21,474				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,795				0		2,795				4,362				0		4,362				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9								1,087		←全体調整額 ゼンタイチョウセイガク

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,477				0		1,477				2,382				0		2,382				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								905		2,382

				除却分 ジョキャクブン				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業分 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウブン				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0								182		479

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち転用分 テンヨウブン				0				0		0				110				0		110				-110				0		-110		-100.0		0.0		-100.0

				その他分 タブン				690				0		690				580				0		580				110				0		110		19.0		0.0		19.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　緊急防災・減災 キンキュウボウサイゲンサイ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　公共施設等適正管理 コウキョウシセツトウ				3,150				0		3,150				1,130				0		1,130				2,020				0		2,020		178.8		0.0		178.8

				　　　うち公共施設集約化・複合化分 コウキョウシセツシュウヤクカフクゴウカブン				1,130				0		1,130				1,130				0		1,130				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設長寿命化分 コウキョウシセツチョウジュミョウカブン				990				0		990				0				0		0				990				0		990		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設転用分 コウキョウシセツテンヨウブン				110				0		110				0				0		0				110				0		110		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等の除却分 コウキョウシセツトウジョキャクブン				560				0		560				0				0		0				560				0		560		0.0		0.0		0.0

				　　　　　市町村役場機能緊急保全分 シチョウソンヤクバキノウキンキュウホゼンブン				270				0		270				0				0		0				270				0		270		0.0		0.0		0.0

				　　　　　公共施設等立地適正化分 コウキョウシセツトウリッチテキセイカブン				90				0		90				0				0		0				90				0		90		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H29		H28

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								765		764

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				41,299				13,963		27,336				40,587				13,996		26,591				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債																																0.0		0.0		0.0								1.012

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				42,655				14,302		28,353				41,927				14,320		27,607				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100										100										0								0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452										37,880										2,572								6.8				0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800										800										0								0.0				0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252										46,680										2,572								5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				91,907										88,607										3,300								3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				51,455				0		0				50,727				0		0				728								1.4

				地財収支の地方債　ニ チザイシュウシチホウサイ				91,907

				ニ－ハ				(0)
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特別転貸債分の調整▲50

300億円増
　普通261億円
　公営39億円

10億円増
　普通9億円
　公営1億円

転用▲110億円
見合い増分

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

全体調整▲
一般と臨高でシェア
（老朽化見合い）

財対分横置きの影響を本来分で調整　▲69



◆補単区分(通＋東)

				登録するときは確認を！

				平成26年度地方債計画の普通会計における補助・単独の区分 ケイカク

																																						（単位：億円，％）										本計画 ホンケイカク		概案 ガイアン

						平成26年度計画										平成25年度計画												増      減      額								伸        率												0.988		1.024		投資的経費 トウシテキケイヒ

				項     目				計				内     訳						計				内     訳						計				内     訳				計		内       訳				備      考						0.975		1.024		直轄補助 チョッカツホジョ

								Ａ				補  助		単  独				Ｂ				補  助		単  独				A-B  C				補  助		単  独		C/B		補  助		単  独								0.945		1.024		単独 タンドク

				一般会計債																																												0.941				消費増税なし単独 ショウヒゾウゼイタンドク

				公共事業等 トウ				8,759				8,759		0				8,917				8,917		0				-158				-158		0		-1.8		-1.8		0.0								別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク

				公営住宅建設事業				1,570				1,532		38				1,581				1,543		38				-11				-11		0		-1.0		-1.0		0.0								440		440						別枠(補助) ベツワクホジョ		(単独) タンドク		301

				災害復旧事業				873				636		237				711				486		225				162				150		12		22.8		30.9		5.3

				　全国防災事業 ゼンコクボウサイジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								983		983

				　教育・福祉施設等整備事業 キョウイクフクシシセツトウセイビジギョウ				3,175				1,581		1,594				3,179				1,595		1,584				-4				-14		10		-0.1		-0.9		0.6

				　学校教育施設等 ガッコウトウ				1,147				734		413				1,150				741		409				-3				-7		4		-0.3		-0.9		1.0

				　　社会福祉施設 シャカイフクシシセツ				383				76		307				381				77		304				2				-1		3		0.5		-1.3		1.0

				　一般廃棄物処理				538				326		212				539				329		210				-1				-3		2		-0.2		-0.9		1.0

				　　一般補助施設等 イッパンホジョシセツトウ				567				445		122				569				448		121				-2				-3		1		-0.4		-0.7		0.8

				　　　うち一般分 イッパンブン				441				350		91				493				403		90				-52				-53		1		-10.5		-13.2		1.1

				豪雪対策分 ゴウセツタイサクブン				31				0		31				31				0		31				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　特別転貸分 トクベツテンタイブン				95				95		0				45				45		0				50				50		0		111.1		111.1		0.0

				　　施設（一般財源化分） シセツイッパンザイゲンカブン				540				0		540				540				0		540				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				一般単独事業 タンドク				18,792				0		18,792				20,359				0		20,359				453				0		453		2.1		0.0		2.1

				　　一般 イッパン				2,810				0		2,810				4,377				0		4,377				-1,567				0		-1,567		-35.9		0.0		-35.9

				　　　うち一般分 イッパンブン				1,492				0		1,492				2,397				0		2,397				-905				0		-905		-38.0		0.0		-38.0								15		15												4

				除却債 ジョキャクサイ				0				0		0				480				0		480				-480				0		-480		-100.0		0.0		-100.0

				　　　　　地域総合整備資金貸付分 チイキソウゴウセイビシキンカシツケブン				349				0		349				349				0		349				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　河川等分 カセントウブン				672				0		672				672				0		672				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　臨時高等学校改築等事業 リンジコウトウガッコウカイチクナドジギョウ				297				0		297				479				0		479				-182				0		-182		-38.0		0.0		-38.0

				地域活性化 チイキカッセイカ				690				0		690				690				0		690				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				防災対策 ボウサイタイサク				871				0		871				871				0		871				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　うち一般分 イッパンブン				57				0		57				473				0		473				-416				0		-416		-87.9		0.0		-87.9

				　　自然災害防止分 シゼンサイガイボウシブン				814				0		814				398				0		398				416				0		416		104.5		0.0		104.5

				　　地方道路等 チホウドウロトウ				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0												0								301		4

				　　　うち一般分 イッパンブン				3,221				0		3,221				3,221				0		3,221				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　地方特定 チホウトクテイ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　　ふるさと農林道 ノウリンミチ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								過疎率 カソリツ

				　旧合併特例 キュウガッペイトクレイ				6,200				0		6,200				6,200				0		6,200				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				　緊急防災・減災事業 キンキュウボウサイゲンサイジギョウ				5,000				0		5,000				5,000				0		5,000				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　  公共施設等最適化事業 シセツトウサイテキカジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				辺地及び過疎対策事業				4,390				1,483		2,907				4,120				1,483		2,637				270				0		270		6.6		0.0		10.2								過疎ソフト カソ

				辺地対策 ヘンチタイサク				437				124		313				428				124		304				9				0		9		2.1		0.0		3.0								H26		H25

				過疎対策 カソタイサク				3,953				1,359		2,594				3,692				1,359		2,333				261				0		261		7.1		0.0		11.2								769		745

				公共用地先行取得等事業				345				0		345				345				0		345				0				0		0		0.0		0.0		0.0								行革率 ギョウカクリツ

				　行政改革推進 ギョウセイカイカクスイシン				700				412		288				700				412		288				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.000

				計				0				0		0				0				0		0				712				-33		745		1.8		-0.2		2.8								繰出金 クダキン

				公営企業債				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0								1.010

				　水道事業（上水道分） ジョウスイドウブン				362				264		98				347				250		97				15				14		1		4.4		5.6		1.2

				　交通事業 コウツウジギョウ				322				75		247				315				74		241				7				1		6		2.2		1.2		2.4

				　ガス事業 ジギョウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　病院事業 ビョウインジギョウ				672				0		672				678				0		678				-6				0		-6		-0.9		0.0		-0.9

				　観光その他（駐車場整備分） カンコウタチュウシャジョウセイビブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				計				1,356				339		1,017				1,340				324		1,016				16				15		1		1.2		4.6		0.1

				　 通常分計         ｲ				0				0		0				0				0		0				728				-18		746		1.7		-0.1		2.7

				財対分　公共事業等　 コウキョウジギョウトウ				7,684				7,684		0				7,684				7,684		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　学校教育施設（義務教分） ガッコウキョウイクシセツギムキョウブン				98				98		0				98				98		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　一般廃棄物				118				103		15				118				103		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地域活性化 チイキカッセイカ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　地方道路等 チホウドウロトウ				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				　　　　調整分 チョウセイブン				0				0		0				0				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				財対分計 ザイタイブンケイ				7,900				7,885		15				7,900				7,885		15				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				調整 チョウセイ				100				0		0				100				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ				40,452				0		0				37,880				0		0				2,572				0		0		6.8		0.0		0.0

				退職手当債 タイショクテアテサイ				800				0		0				800				0		0				0				0		0		0.0		0.0		0.0

				特別分計　　　　 ﾛ				49,252				0		0				46,680				0		0				2,572				0		0		5.5		0.0		0.0

				　普通会計総計　( ｲ + ﾛ ） ﾊ フツウカイケイ				0				0		0				0				0		0				3,300				0		0		3.7		0.0		0.0

				　ハのうち臨時財政対策債を除く リンジザイセイタイサクサイノゾ				0				0		0				0				0		0				728				0		0		1.4		0.0		0.0

								91907

								-0.08

								0										地方道財対 チホウドウザイタイ

								特定分 トクテイブン						196				特定分 トクテイブン						196

								ふるさと農林道 ノウリンミチ						15				ふるさと農林道 ノウリンミチ						15

								合計 ゴウケイ						211				合計 ゴウケイ						211

								割り落とし後 ワオゴ						199

																		0				0		0

								37,530				10,130		27,400
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文章編

		

				チェック用 ヨウ																						チェック用 ヨウ

				平成25年度地方債計画																						平成25年度地方債計画（資金区分） シキンクブン

																				（単位：億円、％）																										（単位：億円、％）

														平成25年度		平成24年度		差引 サシヒキ		増 減 率																平成25年度				平成24年度				差引 サシヒキ		増 減 率

				区             分										計　画　額		計　画　額										区             分										計　画　額				計　画　額

														(A)		(B)		(A-B） (C)		(C/B)×100																(A)		構成比 コウセイヒ		(B)		構成比 コウセイヒ		(A-B） (C)		(C/B)×100

				普通会計分 フツウカイケイブン										0		88,938		0		0.0						公的資金 コウテキシキン										46,797		40.2		46,495		41.3		302		0.6

						通常分 ツウジョウブン								0		42,258		0		0.0								財政融資資金 ザイセイユウシシキン								28,680		24.6		28,335		25.2		345		1.2

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5								地方公共団体金融機構資金 チホウコウキョウダンタイキンユウキコウシキン								18,117		15.6		18,160		16.1		△ 43		△ 0.2

								臨時財政対策債 リンジザイセイタイサクサイ						40,452		37,880		2,572		6.8						（国の予算等貸付金） クニヨサントウカシツケキン										(271)		-		(317)		-		(△ 46)		(△ 14.5)

								財源対策債 ザイゲンタイサクサイ						7,900		7,900		0		0.0						民間等資金 ミンカントウシキン										69,648		59.8		65,967		58.7		3,681		5.6

								退職手当債 タイショクテアテサイ						800		800		0		0.0								市場公募 シジョウコウボ								38,200		32.8		36,900		32.8		1,300		3.5

								調　　　整 チョウヒトシ						100		100		0		0.0								銀行等引受 ギンコウトウヒキウケ								31,448		27.0		29,067		25.8		2,381		8.2

				公営企業会計等分 コウエイキギョウカイケイトウブン										24,377		23,524		853		3.6						合計 ゴウケイ										116,445		100.0		112,462		100.0		3,983		3.5

				総　　　計 フサケイ										0		112,462		0		0.0

						通常分 ツウジョウブン								0		65,782		0		0.0

						特別分 トクベツブン								49,252		46,680		2,572		5.5



&R&8&D　&T　&F



財対

		

				平成29年度地方債計画における財源対策債 ヘイセイネンドチホウサイケイカクザイゲンタイサクサイ

																（単位：億円、％） タンイオクエン

				事業区分 ジギョウクブン						28計画額 ケイカクガク		29計画額 ケイカクガク		増減額 ゾウゲンガク		伸び率 ノリツ

										Ａ		Ｂ		Ｃ=Ｂ-Ａ		Ｃ/Ａ

				公共事業等 コウキョウジギョウトウ		補助分 ホジョブン				7,684		7,684		0		0.0

								うち調整分 チョウセイブン		0		0		0		0.0

				学校教育施設等整備事業 ガッコウキョウイクシセツトウセイビジギョウ		補助分 ホジョブン				98		98		0		0.0

				一般廃棄物処理事業 イッパンハイキブツショリジギョウ		補助分 ホジョブン				103		103		0		0.0

						単独分 タンドクブン				15		15		0		0.0

				地域活性化事業 チイキカッセイカジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				地方道路等整備事業 チホウドウロトウセイビジギョウ		単独分 タンドクブン				0		0		0		0.0

				合計 ゴウケイ						7,900		7,900		0		0.0

				注　補助分・単独分とも原則として、20計画の財源対策債の額に0.97を乗じて得た額である。 チュウホジョブンタンドクブンゲンソクケイカクザイゲンタイサクサイガクジョウエガク

				　　今後の精査により額が変動する場合がある。 コンゴセイサガクヘンドウバアイ

				※財政課企画係の主査から求められた（2014/01/8） ザイセイカキカクガカリシュサモト





①




①




①




②






平成２９年度地方債計画④

(6) 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進 

       上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進す 

ることとし、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。 

  

(7) 公営企業会計の適用の推進 

地方公営企業への公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、公営企業会計の適用に

要する経費について、公営企業債の対象とすることとし、所要額を計上している。 

  

(8) 地方債資金の確保 

公的資金については、前年度と同程度の公的資金を確保するとともに、民間等資金に

ついては、その円滑な調達を図るため、市場公募地方債の発行を引き続き推進すること

としている。  

 

 

２ 東日本大震災分  
 

(1) 概況 

復旧・復興事業として総額１８８億円を計上している。 

  

(2) 地方債資金の確保 

東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとして

いる。 

 

（参 考） 

平成２９年度地方債計画について 

 

平成２９年度地方債計画については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不

足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が公共施設等の適正管理、防災・減災対

策及び地域の活性化への取り組みを着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図るこ

ととするとともに、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額についてそ

の全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて

策定している。 

 

１ 通常収支分  
  

(1) 概況 

総額は１１兆６，２５７億円となり、前年度に比べて４，１７５億円、３．７％の増 

となっている。 

このうち、普通会計分は９兆１，９０７億円で、前年度に比べて３，３００億円、 

３．７％の増、公営企業会計等分は２兆４，３５０億円で、前年度に比べて８７５億円、

３．７％の増となっている。 

  

(2) 臨時財政対策債の発行 

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債４兆 

４５２億円（前年度に比べて２，５７２億円、６．８％の増）を計上している。 
  

   (3) 公共施設等の適正管理の推進 

地方公共団体が、公共施設等総合管理計画等に基づき、公共施設等の適正管理に積極的

に取り組んでいけるよう、公共施設等の集約化・複合化に係る公共施設最適化事業並びに

転用及び除却に係る事業に、長寿命化、立地適正化及び災害時の役場の中枢機能の確保に

係る事業を加え、新たに公共施設等適正管理推進事業として、３，１５０億円を計上して

いる。 

  

(4) 過疎対策事業の推進 

公共施設の適正管理を推進するため、過疎対策事業を充実することとし、４，５００億

円を計上している。 

  

(5) 緊急防災・減災事業の推進 

平成２９年度以降も、地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取

り組んでいけるよう､緊急防災・減災事業を５，０００億円計上している。  
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(6) 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

       上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進す

ることとし、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を計上している。

　

(7) 公営企業会計の適用の推進

地方公営企業への公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、公営企業会計の適用に要する経費について、公営企業債の対象とすることとし、所要額を計上している。

　

(8) 地方債資金の確保

公的資金については、前年度と同程度の公的資金を確保するとともに、民間等資金については、その円滑な調達を図るため、市場公募地方債の発行を引き続き推進することとしている。 





２　東日本大震災分 



(1) 概況

復旧・復興事業として総額１８８億円を計上している。

　

(2) 地方債資金の確保

東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとしている。




（参　考）

平成２９年度地方債計画について



平成２９年度地方債計画については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が公共施設等の適正管理、防災・減災対策及び地域の活性化への取り組みを着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとするとともに、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて策定している。



１　通常収支分 

 

(1) 概況

総額は１１兆６，２５７億円となり、前年度に比べて４，１７５億円、３．７％の増

となっている。

このうち、普通会計分は９兆１，９０７億円で、前年度に比べて３，３００億円、

３．７％の増、公営企業会計等分は２兆４，３５０億円で、前年度に比べて８７５億円、３．７％の増となっている。

　

(2) 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債４兆

４５２億円（前年度に比べて２，５７２億円、６．８％の増）を計上している。

　

   (3) 公共施設等の適正管理の推進

地方公共団体が、公共施設等総合管理計画等に基づき、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等の集約化・複合化に係る公共施設最適化事業並びに転用及び除却に係る事業に、長寿命化、立地適正化及び災害時の役場の中枢機能の確保に係る事業を加え、新たに公共施設等適正管理推進事業として、３，１５０億円を計上している。

　

(4) 過疎対策事業の推進

公共施設の適正管理を推進するため、過疎対策事業を充実することとし、４，５００億円を計上している。

　

(5) 緊急防災・減災事業の推進

平成２９年度以降も、地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう､緊急防災・減災事業を５，０００億円計上している。 





平成２９年度地方債計画⑤

（参考１）通常分・特別分の状況 

（単位：億円、％）     

区 分 
平成２９年度 

(A) 

平成２８年度 

(B) 

増 減 額 

(A)-(B) (C) 

増 減 率 

(C)/(B)×100 

普通会計分 

通 常 分 

特 別 分 

臨時財政対策債 

財 源 対 策 債 

退 職 手 当 債 

調 整 

９２，０６８  

４２，８１６  

４９，２５２  

４０，４５２  

７，９００  

８００  

１００  

８８,９３８  

４２,２５８  

４６,６８０  

３７,８８０  

７,９００  

８００  

１００  

３，１３０  

５５８  

２，５７２  

２，５７２  

０  

０  

０ 

３．５  

１．３  

５．５  

６．８  

０．０  

０．０  

０．０  

公営企業会計等分 ２４，３７７ ２３,５２４ ８５３    ３．６ 

総 計 

通 常 分 

特 別 分 

１１６，４４５ 

６７，１９３ 

４９，２５２ 

１１２,４６２ 

６５,７８２ 

４６,６８０ 

３，９８３ 

１，４１１ 

２，５７２ 

３．５ 

２．１ 

５．５ 
 
（注）公営企業会計等分はすべて通常分である。 

 

 

（参考２）地方債資金の構成内訳 

（単位：億円、％）     

区       分 

平成２９年度計画 平成２８年度計画 差 引 増 減 率 

(A) 

構成比 

(B) 

構成比 

 

(A)-(B) 

(C) 

 

(C)/(B) 

×100 

公 的 資 金 

財 政 融 資 資 金 

地方公共団体金融機構資金 

（国の予算等貸付金） 

民 間 等 資 金 

市 場 公 募 

銀 行 等 引 受 

46,797  

28,680  

18,117  

(   271) 

69,648  

38,200  

31,448  

40.2 

24.6 

15.6 

- 

59.8 

32.8 

27.0 

46,495  

28,335  

18,160  

(   317) 

65,967  

36,900  

29,067  

41.3 

25.2 

16.1 

- 

58.7 

32.8 

25.8 

 302  

345  

△  43  

(△   46) 

 3,681  

 1,300  

 2,381  

  0.6  

  1.2  

 △ 0.2  

(△ 14.5) 

5.6  

 3.5  

8.2  

合       計 116,445 100.0 112,462  100.0 3,983   3.5  
 

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め 6 兆 7,100 億円（前年度比 3,000億円、4.3％減）

を予定している。 

２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源

とするものであって合計には含めていない。  16


（参考１）通常分・特別分の状況

（単位：億円、％）　　  

		区分

		平成２９年度

(A)

		平成２８年度

(B)

		増減額

(A)-(B)　(C)

		増減率

(C)/(B)×100



		普通会計分

通常分

特別分

臨時財政対策債

財源対策債

退職手当債

調整

		９２，０６８ 

４２，８１６ 

４９，２５２ 

４０，４５２ 

７，９００ 

８００ 

１００ 

		８８,９３８ 

４２,２５８ 

４６,６８０ 

３７,８８０ 

７,９００ 

８００ 

１００ 

		３，１３０ 

５５８ 

２，５７２ 

２，５７２ 

０ 

０ 

０

		３．５ 

１．３ 

５．５ 

６．８ 

０．０ 

０．０ 

０．０ 



		公営企業会計等分

		２４，３７７

		２３,５２４

		８５３　　　

		３．６



		総計

通常分

特別分

		１１６，４４５

６７，１９３

４９，２５２

		１１２,４６２

６５,７８２

４６,６８０

		３，９８３

１，４１１

２，５７２

		３．５

２．１

５．５







（注）公営企業会計等分はすべて通常分である。





（参考２）地方債資金の構成内訳

（単位：億円、％）　　　　

		区       分

		平成２９年度計画

		平成２８年度計画

		差引

		増減率



		

		(A)

		構成比

		(B)

		構成比

		

(A)-(B)

(C)

		

(C)/(B)

×100



		公的資金

財政融資資金

地方公共団体金融機構資金

（国の予算等貸付金）

民間等資金

市場公募

銀行等引受

		46,797 

28,680 

18,117 

(   271)

69,648 

38,200 

31,448 

		40.2

24.6

15.6

-

59.8

32.8

27.0

		46,495 

28,335 

18,160 

(   317)

65,967 

36,900 

29,067 

		41.3

25.2

16.1

-

58.7

32.8

25.8

		 302 

345 

△　　43 

(△　  46)

 3,681 

 1,300 

 2,381 

		  0.6 

  1.2 

 △　0.2 

(△ 14.5)

5.6 

 3.5 

8.2 



		合       計

		116,445

		100.0

		112,462 

		100.0

		3,983 

		 3.5 







（注）１　市場公募地方債については、借換債を含め6兆7,100億円（前年度比3,000億円、4.3％減）を予定している。

２　国の予算等貸付金の（　）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。 



・過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える
一方で、地方公共団体の財政は依然として厳しい状況にある。

・人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。
・市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。

公共施設等総合管理計画の策定 （平成26年4月22日付け総務大臣通知により策定要請） ※平成26～28年度の３年間で策定

各地方公共団体が、公共施設等の全体を把握し、長期的
視点に立って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行
うため、「公共施設等総合管理計画」の策定が必要。

さらに、同計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方
針を定めるため、「個別施設計画」の策定が必要。

背 景

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の策定促進

＜公共施設等総合管理計画の内容＞
公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための中期的な取組の

方向性を明らかにする計画として、所有施設等の現状や施設全体の管理
に関する基本的な方針を定めるもの。

＜公共施設等総合管理計画の策定状況＞
平成２８年１０月１日現在の調査によれば、すべての都道府県、指定

都市及び市区町村において策定予定であり、平成２８年度末までに、
都道府県及び指定都市は全団体、市区町村においても９９．６％の団体
において策定が完了する予定。

個別施設計画の策定 （「インフラ長寿命化基本計画」及び「公共施設等総合管理計画」を踏まえて策定） ※平成32年度までに策定

＜個別施設計画の内容＞
公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を

定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態や維持管理・
更新等に係る対策※の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期を定める
もの。

※ 維持管理・更新等に係る対策
次回の点検、修繕・更新、更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化・集約化、
廃止・撤去、耐震化等

【インフラ長寿命化計画の体系】
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公共施設等の集約化・複合化、老朽化対策等を推進し、その適正配置を図るため、現行の公共施設等最適化事業費

について、長寿命化対策、コンパクトシティの推進（立地適正化）及び熊本地震の被害状況を踏まえた庁舎機能の確保

（市町村役場機能緊急保全）を追加するなど内容を拡充し、新たに「公共施設等適正管理推進事業費」として計上。

公共施設等の適正管理の推進

公共施設等の老朽化対策が課題となる中で、財政負担の軽減・平準化に向けた集約化・複合化と併せて長寿命化等の

推進が必要となっていること、コンパクトシティ形成に向けて省庁横断的な対応が求められていること、熊本地震の

被害状況を踏まえ庁舎機能の確保等の必要性が高まっていること、歴史的低金利など地方債の市場環境等を踏まえ、

公共施設等の適正管理の取組を積極的に推進。

背景・趣旨

概 要

平成２８年度 公共施設最適化事業費 （ ２，０００億円 ）
（対象事業） ① 集約化・複合化事業 、 ② 転用事業 、 ③ 除却事業

平成２９年度 公共施設等適正管理推進事業費 （ ３，５００億円 ）

（対象事業）
① 集約化・複合化事業 、② 転用事業 、③除却事業
④ 長寿命化事業

【公共用建物】 施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
【社会基盤施設（道路・農業水利施設）】 所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業

⑤ 立地適正化事業 コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業

⑥市町村役場機能緊急保全事業 昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業等

（事業期間） 平成２９年度～平成３３年度（５年間）
※ 市町村役場機能緊急保全事業は緊急防災・減災事業の期間と合わせ、平成２９年度～平成３２年度（４年間）

※ このほか、公共施設等適正管理推進事業により増加が見込まれる公共施設等の維持補修・点検等に要する経費を３００億円充実
18



公共施設等の集約化・複合化、老朽化対策等を推進し、その適正配置を図るため、現行の公共施設等最適化事業債等を再編し、

長寿命化対策、コンパクトシティの推進（立地適正化）及び熊本地震の被害状況を踏まえた庁舎機能の確保（市町村役場機能緊急

保全）に係る事業を追加するなど内容を拡充した「公共施設等適正管理推進事業債」を創設（地方財政計画における「公共施設等

適正管理推進事業費」３，５００億円に対応）。

〈対象事業〉延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業
〈充当率等〉充当率： ９０％、交付税算入率：５０％
※個別施設計画に位置付けられた事業が対象

①集約化・複合化事業

公共施設等の適正管理に係る地方債措置

充当率： ９０％
（現行７５％）

③除却事業

〈対象事業〉他用途への転用事業
〈充当率等〉充当率： ９０％、交付税算入率：３０％
※個別施設計画に位置付けられた事業が対象

②転用事業

〈対象事業〉 【公共用建物】 施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
【社会基盤施設（道路・農業水利施設）】 所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業

〈充当率等〉充当率： ９０％、交付税算入率：３０％

※個別施設計画に位置付けられた事業が対象

④長寿命化事業【新規】

〈対象事業〉コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業
〈充当率等〉充当率： ９０％、交付税算入率：３０％

※立地適正化計画に基づく事業が対象

⑤立地適正化事業【新規】

〈対象事業〉昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業等
〈充当率等〉充当率： ９０％（交付税措置対象分７５％）、交付税算入率： ３０％ ※地方債の充当残については、基金の活用が基本

※個別施設計画に基づく事業であって、建替え後の庁舎を業務継続計画に位置付けるものが対象

⑥市町村役場機能緊急保全【新規】

（期間：平成29年度から平成33年度まで ※⑥は平成32年度まで）

※①～⑥全て公共施設等総合管理計画に基づき行われる事業が対象
公共施設等適正管理推進事業債
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○ 熊本地震により、業務継続が確実に行われるためには、業務を行う場である庁舎（行政の中枢拠点）が発災時においても、有効に機能
しなければならないことが再認識されたところ

○ 庁舎の耐震化が未実施の市町村においては、発災時に業務継続に支障が生じるおそれがあることから、これらの庁舎の建替えを緊
急に実施するため、「市町村役場機能緊急保全事業」を創設

１．対象事業

昭和５６年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業
※ 上記以外であっても、業務継続の確保のために行う洪水浸水想定区域等からの本庁舎の移転事業は、本事業債の対象

２．要件

公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく事業であって、建替え後の庁舎を業務継続計画に位置づけるもの

３．財政措置

（１） 地方債の充当率 起債対象経費の９０％以内

（２） 交付税措置 起債対象経費の７５％を上限として、この範囲で充当した市町村役場機能緊急保全事業債の元利償還金の３０％

を基準財政需要額に算入

※地方債の充当残については、基金の活用が基本

４．事業年度

緊急防災・減災事業債にあわせて、平成３２年度まで（４年間）

５．起債対象経費

庁舎建替え事業費 × 標準面積 ／ 新庁舎の面積

※標準面積 ： 入居職員数×35.3㎡ 又は 建替え前面積 のいずれか

大きい面積

※用地費は、一般単独事業債（一般事業）による対応
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１．対象事業（※は、平成２９年度以降の対象事業として追加したもの）

災害に強いまちづくりのための事業、災害に迅速に対応するための情報網の構築及び地域の防災力を強化するための

施設の整備などの地方単独事業等

（１）災害に強いまちづくりのための事業

① 地域防災計画上の避難所とされている公共施設や災害時に災害対策の拠点となる施設等の耐震化

② 津波対策の観点から移転が必要な災害対策の拠点となる施設等の移転

③ 指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設（空調・Wi-Fi※等）の整備 など

（２）災害に迅速に対応するための情報網の構築

① 全国瞬時警報システム（Jアラート）の新型受信機の導入・情報伝達手段の多重化※

② 消防の広域化又は共同化※に伴う高機能消防指令センターの整備

③ 防災行政無線のデジタル化 など

（３）地域の防災力を強化するための施設の整備

① 防災の拠点となる施設（地域防災センター等）の整備

② 津波からの避難路・避難階段、津波避難タワーの整備

③ 消防団の機能強化のための整備（救助資機材搭載型車両等） など

２．財政措置

（１）地方債の充当率 １００％

（２）交付税措置 元利償還金について、その７０％を基準財政需要額に算入

３．事業年度

平成２９年度から平成３２年度まで

地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業費

について、対象事業を拡充した上で、東日本大震災に係る復興・創生期間である平成３２年度まで継続するこ

ととし、平成２９年度は５,０００億円を計上

緊急防災・減災事業の拡充・延長について
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２．財政措置

（１）地方債の充当率 １００％
（２）交付税措置 元利償還金について、その７０％を基準財政需要額に算入

３．事業年度

平成２９年度から平成３２年度

地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、対象事業を拡充し

た上で、東日本大震災に係る復興・創生期間である平成３２年度まで継続することとし、平成２９年度は

５，０００億円を計上

緊急防災・減災事業債について

（１）大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備 （３）津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設等の移設

○防災拠点施設（地域防災センター等）

○防災資機材等備蓄施設、拠点避難地

○非常用電源 （４）消防広域化事業等

○津波避難タワー、活動火山対策避難施設等

○避難路・避難階段

○指定緊急避難場所や指定避難所において防災機能を強化するための施設 ○上記計画に基づき機能強化を図る消防車両等の整備

○指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設 ○統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要とな

　（空調・Wi-Fi等）の整備 　る改築

○緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設 ○消防機関間の柔軟な連携・協力（共同化）に伴う高機能消防指令セン

○緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等 　ターの整備

○消防団の機能強化を図るための施設・設備 （５）地域防災計画上に定められた公共施設・公用施設の耐震化

○消防水利施設 ○指定避難所とされている公共施設及び公用施設

○初期消火資機材 ○災害時に災害対策の拠点となる公共施設及び公用施設

（２）大規模災害に迅速に対応するための情報網の構築 ○不特定多数の者が利用する公共施設

○防災行政無線のデジタル化 ○社会福祉事業の用に供する公共施設

○全国瞬時警報システム（ＪーＡＬＥＲＴ）の新型受信機の導入・情報 ○幼稚園等

　伝達手段の多重化 ※消防署所等については、耐震性が十分でないことから、早急に耐震化
○高機能消防指令センター（デジタル化に伴い整備するもの等） 　を行う必要があり全部改築することがやむを得ないと認められるもの

　についても対象

○災害時オペレーションシステム

１．対象事業　【地方単独事業((6)を除く） 】　（下線部は、平成２９年度以降の対象事業として追加したもの）

○津波浸水想定区域内にあり、地域防災計画上、必要な災害対策の拠点
　となる施設や、災害時に援護が必要となる者のための施設の移転

○広域消防運営計画又は消防署所等の再編整備計画に基づき必要となる
　消防署所等の増改築又は整備事業を対象

○防災情報システム、衛星通信ネットワークシステム等、大規模災害時
　の情報伝達のために必要な通信施設 （６）特定地域の振興や生活環境の整備を目的とした国庫補助金（※）の交付

　　を受けて実施する(1)～(5)の事業

（※）防衛施設周辺の生活環境の整備に係る補助金、離島活性化交付金及び奄美群島振
興交付金
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順番入れ替え前



				１．対象事業 タイショウ ジギョウ

				（１）大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備 ダイキボ サイガイ ジ ボウサイ ゲンサイ タイサク ヒツヨウ シセツ セイビ		（３）地域防災計画上に定められた公共施設・公用施設の耐震化 チイキ ボウサイ ケイカクジョウ サダ コウキョウ シセツ コウヨウ シセツ タイシン カ

				○防災拠点施設（地域防災センター等） ボウサイ キョテン シセツ チイキ ボウサイ トウ		○地域防災計画上の避難所とされている公共施設及び公用施設 チイキ ボウサイ ケイカク ウエ ヒナンジョ コウキョウ シセツ オヨ コウヨウ シセツ

				○防災資機材等備蓄施設、拠点避難地 ボウサイ シキザイ トウ ビチク シセツ キョテン ヒナンチ		○災害時に災害対策の拠点となる公共施設及び公用施設 サイガイ トキ サイガイ タイサク キョテン コウキョウ シセツ オヨ コウヨウ シセツ

				○非常用電源 ヒジョウヨウ デンゲン		○不特定多数の者が利用する公共施設 フトクテイ タスウ モノ リヨウ コウキョウ シセツ

				○津波避難タワー等 ツナミ ヒナン トウ		○社会福祉事業の用に供する公共施設 シャカイ フクシ ジギョウ ヨウ キョウ コウキョウ シセツ

				○避難路・避難階段 ヒナンロ ヒナン カイダン		※消防署所については、耐震性が十分でないことから、早急に耐震化を ショウボウ ショ トコロ タイシンセイ ジュウブン サッキュウ タイシンカ

				○避難所や緊急避難場所において防災機能を強化するための施設 ヒナンジョ キンキュウ ヒナン バショ ボウサイ キノウ キョウカ シセツ		　行う必要があり全部改築することがやむを得ないと認められるものに オコナ ヒツヨウ ゼンブ カイチク エ ミト

				○緊急消防援助隊の広域活動拠点施設 キンキュウ ショウボウ エンジョ タイ コウイキ カツドウ キョテン シセツ		　ついても対象 タイショウ

				○緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等 キンキュウ ショウボウ エンジョタイ キノウ キョウカ ハカ シャリョウ シキザイ トウ		（４）津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設等の移設 ツナミ タイサク カンテン イテン ヒツヨウ イチ コウキョウ シセツナド イセツ

				○消防団の機能強化を図るための施設・設備 ショウボウ ダン キノウ キョウカ ハカ シセツ セツビ		○津波浸水想定区域内にあり、地域防災計画上、必要な災害対策の拠点
　となる施設や、災害時に援護が必要となる者のための施設の移転 ツナミ シンスイ ソウテイ クイキナイ チイキ ボウサイ ケイカク ジョウ ヒツヨウ サイガイ タイサク キョテン シセツ サイガイ ジ エンゴ ヒツヨウ モノ シセツ イテン

				（２）大規模災害に迅速に対応するための情報網の構築 ダイキボ サイガイ ジンソク タイオウ ジョウホウ モウ コウチク

				○消防救急無線のデジタル化 ショウボウ キュウキュウ ムセン カ		（５）消防広域化事業 ショウボウ コウイキカ ジギョウ

				○防災行政無線のデジタル化 ボウサイ ギョウセイ ムセン カ		○広域消防運営計画又は消防署所等の再編整備計画に基づき必要となる
　消防署所等の増改築又は整備事業を対象 コウイキ ショウボウ ウンエイ ケイカク マタ ショウボウショ ジョナド サイヘン セイビ ケイカク モト ヒツヨウ ショウボウショ ジョナド ゾウカイチク マタ セイビ ジギョウ タイショウ

				○全国瞬時警報システム（ＪーＡＬＥＲＴ） ゼンコク シュンジ ケイホウ

				○高機能消防指令センター（デジタル化に伴い整備するもの等） コウキノウ ショウボウ シレイ カ トモナ セイビ トウ		○上記計画に基づき機能強化を図る消防車両等の整備 ジョウキ ケイカク モト キノウ キョウカ ハカ ショウボウ シャリョウ トウ セイビ

				○防災情報システム、衛星通信ネットワークシステム等、大規模災害時
　の情報伝達のために必要な通信施設 ボウサイ ジョウホウ エイセイ ツウシン トウ ダイキボ サイガイジ ジョウホウ デンタツ ヒツヨウ ツウシン シセツ		○統合される消防本部を消防署所として有効活用するために必要となる トウゴウ ショウボウ ホンブ ショウボウ ショ トコロ ユウコウ カツヨウ ヒツヨウ

						　改築 カイチク

						（６）全国防災事業に伴って実施する継ぎ足し単独事業 ゼンコク ボウサイ ジギョウ トモナ ジッシ ツ タ タンドク ジギョウ























































































































































順番入れ替え後



				１．対象事業　【地方単独事業((6)を除く） 】　（下線部は、平成２９年度以降の対象事業として追加したもの） タイショウ ジギョウ チホウ タンドク ジギョウ ノゾ カセンブ ヘイセイ ネンド イコウ タイショウ ジギョウ ツイカ

				（１）大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設の整備 ダイキボ サイガイ ジ ボウサイ ゲンサイ タイサク ヒツヨウ シセツ セイビ		（３）津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設等の移設 ツナミ タイサク カンテン イテン ヒツヨウ イチ コウキョウ シセツナド イセツ

				○防災拠点施設（地域防災センター等） ボウサイ キョテン シセツ チイキ ボウサイ トウ		○津波浸水想定区域内にあり、地域防災計画上、必要な災害対策の拠点
　となる施設や、災害時に援護が必要となる者のための施設の移転 ツナミ シンスイ ソウテイ クイキナイ チイキ ボウサイ ケイカク ジョウ ヒツヨウ サイガイ タイサク キョテン シセツ サイガイ ジ エンゴ ヒツヨウ モノ シセツ イテン

				○防災資機材等備蓄施設、拠点避難地 ボウサイ シキザイ トウ ビチク シセツ キョテン ヒナンチ

				○非常用電源 ヒジョウヨウ デンゲン		（４）消防広域化事業等 ショウボウ コウイキカ ジギョウ トウ

				○津波避難タワー、活動火山対策避難施設等 ツナミ ヒナン トウ		○広域消防運営計画又は消防署所等の再編整備計画に基づき必要となる
　消防署所等の増改築又は整備事業を対象 コウイキ ショウボウ ウンエイ ケイカク マタ ショウボウショ ジョナド サイヘン セイビ ケイカク モト ヒツヨウ ショウボウショ ジョナド ゾウカイチク マタ セイビ ジギョウ タイショウ

				○避難路・避難階段 ヒナンロ ヒナン カイダン

				○指定緊急避難場所や指定避難所において防災機能を強化するための施設 シテイ キンキュウ ヒナン バショ シテイ ヒナンジョ ボウサイ キノウ キョウカ シセツ		○上記計画に基づき機能強化を図る消防車両等の整備 ジョウキ ケイカク モト キノウ キョウカ ハカ ショウボウ シャリョウ トウ セイビ

				○指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設 シテイ ヒナンジョ ヒナンシャ セイカツ カンキョウ カイゼン シセツ		○統合される消防本部を消防署所等として有効活用するために必要とな トウゴウ ショウボウ ホンブ ショウボウ ショ トコロ トウ ユウコウ カツヨウ ヒツヨウ

				　（空調・Wi-Fi等）の整備 セイビ		　る改築 カイチク

				○緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設 キンキュウ ショウボウ エンジョ タイ キュウジョ カツドウ トウ キョテン シセツ		○消防機関間の柔軟な連携・協力（共同化）に伴う高機能消防指令セン ショウボウ キカン カン ジュウナン レンケイ キョウリョク キョウドウカ

				○緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等 キンキュウ ショウボウ エンジョタイ キノウ キョウカ ハカ シャリョウ シキザイ トウ		　ターの整備 セイビ

				○消防団の機能強化を図るための施設・設備 ショウボウ ダン キノウ キョウカ ハカ シセツ セツビ		（５）地域防災計画上に定められた公共施設・公用施設の耐震化 チイキ ボウサイ ケイカクジョウ サダ コウキョウ シセツ コウヨウ シセツ タイシン カ

				○消防水利施設 ショウボウ スイリ シセツ		○指定避難所とされている公共施設及び公用施設 シテイ ヒナンジョ コウキョウ シセツ オヨ コウヨウ シセツ

				○初期消火資機材 ショキ ショウカ シキザイ		○災害時に災害対策の拠点となる公共施設及び公用施設 サイガイ トキ サイガイ タイサク キョテン コウキョウ シセツ オヨ コウヨウ シセツ

				（２）大規模災害に迅速に対応するための情報網の構築 ダイキボ サイガイ ジンソク タイオウ ジョウホウ モウ コウチク		○不特定多数の者が利用する公共施設 フトクテイ タスウ モノ リヨウ コウキョウ シセツ

				○防災行政無線のデジタル化 ボウサイ ギョウセイ ムセン カ		○社会福祉事業の用に供する公共施設 シャカイ フクシ ジギョウ ヨウ キョウ コウキョウ シセツ

				○全国瞬時警報システム（ＪーＡＬＥＲＴ）の新型受信機の導入・情報 ゼンコク シュンジ ケイホウ シンガタ ジュシンキ ドウニュウ ジョウホウ		○幼稚園等 ヨウチエン トウ

				　伝達手段の多重化 デンタツ シュダン タジュウカ		※消防署所等については、耐震性が十分でないことから、早急に耐震化 ショウボウ ショ トコロ トウ タイシンセイ ジュウブン サッキュウ タイシンカ

				○高機能消防指令センター（デジタル化に伴い整備するもの等） コウキノウ ショウボウ シレイ カ トモナ セイビ トウ		　を行う必要があり全部改築することがやむを得ないと認められるもの オコナ ヒツヨウ ゼンブ カイチク エ ミト

				○防災情報システム、衛星通信ネットワークシステム等、大規模災害時
　の情報伝達のために必要な通信施設 ボウサイ ジョウホウ エイセイ ツウシン トウ ダイキボ サイガイジ ジョウホウ デンタツ ヒツヨウ ツウシン シセツ		　についても対象 タイショウ

						（６）特定地域の振興や生活環境の整備を目的とした国庫補助金（※）の交付
　　を受けて実施する(1)～(5)の事業 トクテイ チイキ シンコウ セイカツ カンキョウ セイビ モクテキ コッコ ホジョキン コウフ ジッシ ジギョウ

				○災害時オペレーションシステム サイガイジ
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２ 地方債資金について
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地方債計画額（当初）の推移（資金別）
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初めて民間等資金の割合（58.8%）が公的
資金の割合（41.2%）を上回る

初めて市場公募資金が最も高い割
合を占める（30.6%）

共同発行市場公募地方債の発行開始

過去最大(32.8%)

地方債計画額（当初）における資金別構成比の推移
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共同債（左目盛）

公募地方債（左目盛）
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H19.8
サブプライム・ローン
問題顕在化

H20.9
リーマン・ショック

H23.3 東日本大震災発生

１０年国債利回りと１０年地方債の対国債スプレッドの推移

29

※ 公募地方債は、平成18年８月までは統一条件交渉方式により決定。平成18年９月以降は、個別条件交渉方式により決定されているため、ここでは、各月
の最初の条件決定がされた個別地方債を用いて対国債スプレッドを算出している。

※ 国債利回りの低下に伴い、共同債（平成28年５～７月）・公募地方債（同年４～８月）・東京都債（同年４～８月）は、絶対値でのプライシングが行われた（同
期間の対国債スプレッドは、スプレッドプライシングが有効であった場合の水準）。 26



近年では日銀による金融緩和を受け、国債利回りが低下。共同債の対国債スプレッドは
拡大したが、利回りは低位で推移している状態。

※ 平成28年５～７月は、絶対値でのプライシングが行われた（同期間の対国債スプレッドは、スプレッドプライシングが有効であった場合の水準）。

共同発行市場公募地方債の利回りと対国債スプレッドの推移

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H25/4 7 10 H26/1 4 7 10 H27/1 4 7 10 H28/1 4 7 10 H29/1

対国債スプレッド（左目盛） 共同債（右目盛）

〈参考〉国債（右目盛）

（％）（ｂｐ）

27



〈参考1〉平成29年度市場公募地方債発行予定額（借換分を含む）

合計 6.7兆円程度（㉘ 7.0兆円程度）

全国型市場公募地方債 6.6兆円程度（㉘ 6.9兆円程度）

10年債 4.3兆円程度（㉘ 4.4兆円程度） 共同発行分 1.2兆円程度（㉘ 1.2兆円程度）

個別発行分 3.2兆円程度（㉘ 3.2兆円程度）

中期債（5年債等） 1.2兆円程度（㉘ 1.5兆円程度）

超長期債（20年債及び30年債等） 1.1兆円程度（㉘ 0.9兆円程度）

住民参加型市場公募地方債 0.1兆円程度（㉘ 0.2兆円程度）

（注1）上記数値は、表示数値未満を四捨五入したものであるので、合計と一致しない場合がある。
（注2）上記の発行予定額は変更される可能性がある。
（注3）平成28年度の数値は平成28年度計画ベースの数値。

〈参考2〉市場公募地方債の地方債計画（当初）計上額推移 （単位：兆円）

市場公募地方債の発行を引き続き推進する。

［地方債計画計上額］

市場公募地方債 ３兆８，２００億円

（地方債計画総額に占める割合 ㉘ 32.8％ → ㉙ 32.8％ ）

（１）全国型市場公募地方債 3兆7,200億円（㉘ 3兆5,400億円）

（２）住民参加型市場公募地方債 1,000億円（㉘ 1,500億円）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

市場公募地方債 3.7 4.3 4.2 4.4 4.4 4.3 4.0 3.7 3.8

地方債計画総額に占める割合 25.9％ 27.0％ 30.6％ 31.6％ 32.4％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％

平成２９年度市場公募地方債について

28



2.1
2.3 2.2

2.7

4.4

5.3

5.8
5.5 5.4

6.1

7.1 7.2

6.4 6.4

6.9 6.8
6.6

6.9
6.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（注）平成27年度までは実績値（外債を除く）。平成28年度及び平成29年度は計画値。
（出所）地方債統計年報、総務省

（年度）

（兆円）

全国型市場公募地方債発行実績額
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（注）地方債計画額（当初）による比較であり、発行実績とは異なる。

（兆円）
6.9兆円程度

6.6兆円程度

平成２９年度全国型市場公募地方債計画額（年限別）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○特殊年限の内訳２年債：大阪府、３年債：名古屋市（回答では、3or5or7）、７年債：東京都200、兵庫県10012年債：兵庫県、15年債：兵庫県200、名古屋市（回答では、15or20or30）、30年債：東京都○報道発表のフレックス分8,110億円と9,210億円の違い静岡県300、福岡県600、神戸市200が超長期債と回答して、報道発表では、フレックス分ではなく、12～30年債として計上されたため。



（参考）地方債のリスク・ウェイト

１．現行上の地方財政制度において、地方債の元利償還に要する財源が地方財政計画の策
定及び地方交付税の算定を通じて確保されること

２．公債費負担等が一定限度を超えた地方公共団体に対する早期是正措置としての起債許
可制度や、財政状況が一定限度を超えて悪化した地方公共団体に対する財政健全化制度
を通じて、地方公共団体の財政運営の健全性が確保されること

地方債のリスク・ウェイト （参考）国債のリスク・ウェイト

０% ０%

◯ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
（平成18年金融庁告示第19号） 抄

（我が国の地方公共団体向けエクスポージャー）

第５８条 我が国の地方公共団体向けの円建てのエクスポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済されることとなっているものを除く。）のうち円建てで
調達されたもののリスク・ウェイトは、零パーセントとする。

２ 略
31



３ 地方債制度の見直しについて
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※　（）内は市町村（指定都市を除く）

300%
（200%）

400%
（350%）

協議届出

※　（）内は市町村（指定都市を除く）

300%
（200%）

協議届出

○ 地方債(公的資金を充当するものを除く)については、協議不要基準を緩和し、現在の協議対象を、原則届出対象化。

許可基準については、地方債に対する信用を維持するため、変更せず。

・実質公債費比率：16%⇒18% ・将来負担比率：300%（200%）⇒400%（350%）（）内は市町村（指定都市を除く）※

・協議不要基準額（基準額を当該年度の地方債発行予定額が超えると協議対象となる。）：廃止

・実質赤字比率・資金不足比率・連結実質赤字比率：変更せず※

※地方債全体に対する信用維持の観点から、早期健全化団体及び赤字団体等については、引き続き協議対象。

○ 公的資金を充当する地方債については、地方公共団体の資金調達能力を踏まえた適切な資金確保を行う必要が
あるため、引き続き届出の対象外。ただし、特別転貸債及び国の予算等貸付金債については、新たに届出対象化。

※ 見直し後の届出対象団体は、1,741団体／1,788団体（97.4%）（平成26年度実績による試算）

【現 状】

【見直し後】

〔将来負担比率〕

早期健全化基準

健全化法適用

許可

16% 18%

届出

16% 18%

届出 協議 許可

〔実質公債費比率〕

【現 状】

【見直し後】

協議不要基準 許可基準

地方債制度の抜本的見直し【平成28年度から】

○ 届出制導入（平成24年度）後３年の地方債制度の施行状況を勘案し、地方債の発行に関する国の関与の在り方に
ついて、抜本的な見直しを行うこととされている。
＜第２次分権一括法 附則＞
第123条 (前略)施行後の３年を経過した場合において、（中略）施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性及び自立

性を高める観点から、（中略）地方債発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

○ 市場関係者等の意見※を踏まえ、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点及び地方債のリスク・ウェイトゼロ
を引き続き維持する観点から、地方債制度を以下の通り抜本的に見直す。〔地方財政法を改正【平成28年4月1日施行】〕

※平成26年11月より「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会」を開催

抜本的見直しの内容

見直しの背景

33



４ 共同発行市場公募地方債について
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36の地方団体が共同して発行する債券
（平成15年4月から毎月発行）

平成29年度発行予定：1.2兆円程度
10年満期一括償還

1 連帯債務方式
共同発行市場公募地方債は、地方財政法第5条の7※に基づき36団体が毎月

連名で連帯債務を負う方式により発行
※地方財政法第 5 条の 7
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経

て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方
債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。

2 ファンド（流動性補完措置）
発行団体に万一の災害等に伴う不測の事態があっても、遅滞なく元利金償還が行えるよ

う、連帯債務とは別に各団体の減債基金の一部を募集受託銀行に預け入れる形で流動性
補完を目的とするファンドを設置

共同発行市場公募地方債とは

共同債は高い流動性と極めて強固な償還確実性を有する商品
35
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共同発行市場公募地方債の投資家構成

（注）中央投資家は、中央公的・都銀等

量的・質的金融緩和導入 緩和拡大 マイナス金利導入

イールドカーブ
コントロール導入

近年の金融環境の変化に伴い、投資家構成の変化も大きい状態
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共同発行市場公募地方債の起債運営について

金融市場の環境変化に対応しつつ、共同債の有する商品性を確りと発揮していくために
は、前例にとらわれない柔軟な起債運営が肝要

①引受シ団編成における不断の見直し

②条件決定日の設定（イベントリスクの回避）

③需給悪化局面における発行額の減額可能性

年間発行予定額を調達することが最優先事項であるが、著しい需給悪化局面において、共同債が
殊更ワイド化せざるを得ないような場合に直面したとき、発行額を減額する可能性がある

共同債は10年国債入札日の２営業日後を条件交渉日の定位置としてきたが、昨年11月は米大統領

選挙の開票日と重なり、金利のボラティリティが高い中での交渉となった。こうした予見可能なイベン
トリスクを極力回避することで、安定した起債に繋げる

年度途中であっても状況に応じてシェアの見直しを実施（28年度は年２回の編成を実施）。また、引
受・販売実績をより一層重視した編成を行うことで、「対応力の高い」シ団を編成する
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