
 

 
 

第３次猿払村行財政健全化計画 

（計画期間：平成 28 年度～平成 32 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猿払村 

 
 



はじめに 

 

本村はこれまで、行財政の効率的な運営と住民福祉の向上を推進するため、

第１次行財政改革実行計画（平成９年度）、第２次（平成１１年度）、第３次（平

成１６年度）を、さらに平成１８年２月には、国の行政改革の指針に基づく「行

財政健全化計画（平成１７年度から平成２１年度）」「第２次行財政健全化計画」

（平成２３年度から平成２７年度）を策定し、緒施策の確実な実行を目標に取

組みを進めてきたところであります。 

この間、経常経費の削減・公共事業の縮減と併せて公債費発行の抑制などの

ほか、「定員管理適正化計画」による退職者の補充を必要最小限に抑えて定員削

減を図ってきました。また、村民の理解を得ながら各種公共料金の適正化に積

極的に取り組んできたところであります。 

しかしながら、今日の地方自治体を取り巻く社会環境は、少子高齢化社会・

地方分権・地球環境問題などのほか世界経済の大きな変革の影響から、村政の

財政状況は一段と厳しさを増しています。 

このような中で、「誰にでもやさしいまちづくり」を実現するため、「第７次

猿払村総合計画」を基本に、一層の効率的・効果的な行財政運営の推進を図り

ます。その財政運営の指標として、「第３次行財政健全化計画」を策定したとこ

ろであります。 

健全な行財政の運営には、村民のご理解、ご協力が必要であります。全庁一

丸となって確実な実行に向けて取り組んで参りますので、皆さんの一層のご理

解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

猿払村行財政改革推進本部長 

猿払村長   伊 藤 浩 一 

 

 

 

 

 

 



第３次猿払村行財政健全化計画の概要 

 

１.目的 

本村の財政状況等を把握し、将来にわたり安定した行政運営を進めていくた

め、「第３次猿払村行財政健全化計画」を策定します。本計画は持続可能な行財

政基盤の確立と村民の満足度を高めるまちづくりを目的として、行財政運営の

方向性を示します。 

 

２.計画期間 

「第３次行財政健全化計画」は、第７次猿払村総合計画の期間と合わせ、平成

２８年度から平成３２年度までの５カ年計画とします。 

 

３.推進体制 

「第３次行財政健全化計画」の確実な推進を図るため、「猿払村行財政改革推進

本部」を中心として、職員一人ひとりが自覚と責任を持って全庁体制で推進を

図り、計画的に取組みます。 

また、村民で構成する「猿払村行財政改革推進委員会」で十分な審議を行い、

計画の進捗状況を報告し、目的達成に向け推進します。 

さらに、広報誌やホームページ等を通じて、その経過などを公表するととも

に、村民の理解と協力の下、村民と行政が一体となって推進します。 

 

４．猿払村第３次行財政健全化計画の構成 

自主・自立を目指し、村民と行政が協働するまちづくりと簡素で効率的な行

政運営を推進します。また、前計画において実行した項目を継承するとともに、

「第７次猿払村総合計画」を計画的に取組みます。また、社会経済情勢や村民

ニーズの変化、あるいは実施状況等に考慮しながら、必要に応じて適宜計画内

容を見直します。 

具体的には、以下の８つの項目ごとに計画を構成します。 

①財政の健全化 

②職員の人材育成と資質向上 

③行政システムの簡素化・効率化 

④行政内部経費の見直し 

⑤公営企業の経営健全化 

⑥村民の村政への参画 

⑦住民負担の軽減化 

⑧財政推計 
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① 財政の健全化 

地方分権が進行する中で、地方財政の歳入構造に変化が生じてきております。

地方交付税などの依存財源割合の高い本村の財政構造では、自主財源の確保、

歳出全般の削減と財源配分の重点化、公債費発行の抑制などの改善に取組んで

いかなければなりません。 

また、地域課題の解決や住民福祉の向上、活力ある地域づくりのために、一

人ひとりが、共に力を合わせて自己決定・自己責任の原則の下に、取組む必要

があります。 

 

取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

経常経費等の削減 

投資的経費の削減 

公債費の発行抑制 

総務課 

・総合計画実施計画に基づく事業実施の徹

底を図る。 

・公債費発行の抑制と可能な限りの行政経

費の削減を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・経常経費の抑制 

・実質公債費比率の抑制(10％以下) 

補助金等の整理合理

化 
総務課 

・自主性や自立性を基本とし、補助事業ご

とにゼロベースから支援の必要性を検証

し、適正かつ効果的な交付に努める。 

 

≪具体的取組事項≫ 

予算編成方針による補助基準の明確化 

受益者負担の適正化 全庁 

・公共施設等の有料化についての検討を行

う。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・利用状況等の分析及び検証をし、必要に

応じて見直しを行う。 



取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

村有財産の有効活用 総務課 

・依然として、村内における個人住宅用地、

民間アパート用地が不足傾向にあること

から、鬼志別西町苗畑地区及び浜鬼志別地

区を中心とした売払いを進める。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・遊休公有財産の売却等を行い、財源の確

保を図る。 

徴収体制の強化 住民課 

・引き続き村税、税外収入など収納率向上

の取組みを強化する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・悪質滞納者の対策 

地方税法第４８条第２項の適用に基づく

執行 

・徴収率の向上対策 

収納向上対策委員会の取組強化 

財源確保 総務課 

・村財政の太宗を占める地方交付税等の動

向が不透明であることから、行政コストの

低減に努め、将来の財政需要に備えるべく

基金の充実を図る。 

・自主財源の確保の一環として、「ふるさ

と納税制度」を積極的に展開するととも

に、寄附者への謝礼品としての本村特産品

のラインナップを強化し、猿払村の PRと

個性豊かな活力ある「ふるさとづくり」を

進める。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・将来の財政需要に備えるための積立金の

確保 

・本村へのふるさと寄附者を確保するため

の、特産品の充実と PR活動の積極的な実

施 



取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

公共施設等の有料化

及び一部改正後にお

ける課題等の検証 

 

企画政策課 

・第 7次猿払村総合計画に基づき、さるふ

つ公園内施設の管理運営を行う。 

 

≪具体的取組事項≫ 

公園の適切な管理運営 

・道の駅管理棟→観光客等へ情報の発信 

・農業資料館、風雪の塔→公共施設等総合

管理計画の策定時に今後のあり方につい

て検討 

・公園内敷地→敷地内の整備の検討 

教育委員会 

≪具体的取組事項≫ 

・旧浜猿払小学校跡は総務省「リノベイシ

ョン補助事業」への登録と、応募業者との

事業内容の検討を進め、平成 29年度を目

途に申請の準備を進める。 

・H29.3.31 に芦野小学校の閉校が決まっ

ており、学校跡地利用についても、教育施

設以外への転用も含め、全庁的に利用が可

能か検討する。 

 体育施設、学校開放施設の村民無料化は

当面継続する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・浜猿払小学校の跡地利用について、補助

事業を模索しながら、有効活用が図れるよ

う、関係機関や専門家からの助言を受けな

がら検討を重ね、総務省の補助事業に合致

するようさらに内容を検討する。 

  

 

 

 

 

 

 



② 職員の人材育成と資質向上 

これからの時代を担う人材育成と意識改革は必要不可欠です。また、行財政

改革を推進するためには、職員一人ひとりが問題意識と目標達成の意欲を持ち、

能力の十分な発揮が必要です。限られた人員と財源を最大限に活かし、地方分

権時代に向け自主・自立が可能な行財政運営を行うためには、村民の視点に立

った発想力と既存の枠組みや従来の概念にとらわれない政策立案能力が必要で

す。 

 

取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

人材育成基本方針の

策定 
総務課 

・職員の能力開発を推進するため、人材育

成基本方針と人事評価制度の円滑な運用

を推進する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・人材育成基本計画（平成 22年 9月策定）

の推進 

・人事評価制度の円滑な運用 

研修内容の見直し 総務課 

・計画に基づき、効果的な人材育成を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・人材育成基本計画及び職員研修計画に基

づく研修の実施 

・人事評価研修（評価者・被評価者）の実

施 

活力ある職場づくり 総務課 

・人事評価制度による「目標管理制度」や

「人事面談」を通じ、職場内のコミュニケ

ーションの活性化を図るとともに、理念や

ミッションなどを職員間で共有できる職

場づくりを進め、より活力ある職場を目指

す。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・人事評価制度による「目標管理制度」や

「人事面談」の円滑な運用 

 

 

 



③ 行政システムの簡素化・効率化 

地方分権社会や村民ニーズに対応する柔軟かつ機動的で効率的な組織を構築

します。また、行政の意思決定及び事務処理の迅速化とその責任の明確化を図

ります。 

 

取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

事務事業の評価 企画政策課 

・第 7次猿払村総合計画期間において、

PDCA サイクルを活用し適正な評価、効果

的な事務事業の推進を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・制度を活用し、効果的な事務事業の推進

を図る。 

各種委員会の整理・

見直し 
総務課 

・附属機関等の見直しを図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・実態のない附属機関について、その存在

意義を再検証し、必要性が乏しいと判断さ

れるものについては、統廃合や委員構成の

見直しを検討する。 

権限移譲事務の受入

体制の整備 
企画政策課 

・村民の利便性や行政サービス向上に繋が

る事務については積極的に受入を行う。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・該当する項目を調査研究し、受入体制を

確保する。 

監査機能の充実強化 総務課 

・内部事務チェック体制の強化を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・決裁・合議時のチェック機能の充実 



取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

組織・機構改革の実

施 
総務課 

・社会情勢の目まぐるしい変化の中、限ら

れた職員数でより効果的な行政運営を進

めるため、必要に応じて機構改革を実施す

る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・常に組織体制の機能状況を注視し、次の

機構改革へ反映 

公共施設サービスの

向上 
総務課 

・公共施設の管理体制の効率化と利用促進

を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・指定管理者制度導入施設における利用状

況や費用対効果等の検証 

外部委託の推進・第

三セクター等の見直

し 

保育所 

・委託や指定管理の内容の精査・事業評価

の実施の検討 

 

≪具体的取組事項≫ 

・きめ細やかな食育指導 

・アレルギー児への対応継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ 行政内部経費の見直し  

職員の内部経費縮減に向けた意識の改革を徹底し、効率的な行政運営を目指

します。また、総合計画・定員適正化計画などに基づき計画的な行政運営を図

ります。さらに、広域的な視点で効率的かつ効果的な広域連携を進めます。 

 

取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

職員給与の抑制等 総務課 

・人事管理制度による評価項目に基づき、

必要に応じて評価内容を勤勉手当等に反

映させる仕組みを構築する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・人事評価制度の円滑な運用 

消防団組織の再編成 消防支署 

・消防団体制の充実 

地域に密着している消防団員の確保と高

齢化の対策が課題となっています。消防団

本部・分団及び自治会との継続的な協議・

検討が必要です。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・分団の存続を前提に継続協議する 

組織及び職員定数の

適正化 
総務課 

・効率的な組織体制を確保するため、新た

な定員適正化計画に基づき、将来に向けた

適正な人事管理を行う。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・定員適正化計画（平成 26 年度～30年度）

の推進 

広域行政・広域連携

の推進 
企画政策課 

・新宗谷定住自律圏共生ビジョンに基づ

き、取組みを実施する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・定住自律圏の形成の確立 

・協定書に基づき取組の更なる検討・実施 



取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

わかりやすい財務諸

表の作成 
総務課 

・統一的な基準に基づく財務諸表の作成が

国より求められていることから、平成 28

年度決算を基準に新地方公会計制度に基

づく財務諸表を新たにわかりやすく作成

するとともに公表する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・新地方公会計制度による統一的な基準に

基づく、財務諸表の作成と公表 

内部管理費の見直し 

（気づきと監視体制

の強化） 

総務課 

・職員から行財政改革に向けての提案を受

け付けるための窓口の設置などの検討を

進め、意識改革と内部管理費など行政コス

トの削減を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・行財政改革検討委員会の開催 

管理職会議との同時開催等による、提案し

やすい環境づくり 

・自前処理等の履行 

施設内外の清掃や草刈など自前の対応の

検討 

総合計画の推進 企画政策課 

 

・第７次猿払村総合計画基本構想のテーマ

「さらなる豊かさの追求」の実現を図る。 

 

≪具体的な取組事項≫ 

・基本計画、実施計画の進捗管理及び実行 

 

公共施設サービスの

向上 
企画政策課 

・公共施設の管理体制の効率化と利用促進

を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・猿払村畜産振興公社 

「牛乳と肉の館」の適切な管理を含め、利

用状況と費用対効果の検証を行う。 



取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

猿払村地球温暖化対

策実行計画の推進 
住民課 

・地球温暖化対策実行計画の更なる推進を

図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・事務事業に関する実行計画(第 3期 H28

～H32)を策定し、新たな目標値を設定し

て、毎年進捗管理をする。 

・庁内推進会議を継続し、計画実行の管理

をする。 

・計画期間内の目標達成を目指す。 

・省エネ機器・製品の積極的な導入を進め

る。 

・再生可能エネルギーの導入を積極的に検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ 公営企業の経営健全化 

簡易水道事業、下水道事業及び病院事業の経営健全化計画に基づく基本目標

の実施状況の総点検を行い、さらなる経営改善を推進し、公営企業本来の独立

採算制による健全経営を目指します。 

 

取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

改革プランの推進及

び見直し等 
国保病院 

・新国民健康保険病院改革プランを策定

し、経営の効率化を図る。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・各種予防接種の促進 

・村職員健康診断の受診勧奨  

・村内企業従業員健康診断の促進 

・施設及び機器の計画的な整備など医療環

境の充実 

・医療、看護の質の向上 

改革プランの推進及

び見直し等 
建設課 

・第 7次総合計画に基づき、上下水道施設

の効率的な運営を図ると共に、料金の適正

化により健全経営を目指す。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・施設、管路の強靭化と長寿命化 

・平成 29年度、料金改正の検討                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥ 村民の村政への参画 

村民の村政への参画機会を創出することにより、村民の意見を村政へ反映さ

せ、身近な行政を目指す。そのために情報の共有は大切なことであり広報誌等

を通じて積極的な情報の公開に努める。また、自治会活動・ボランティア活動

を推進する。 

 

住民参画機会の充

実・行政の透明性の

確保 

企画政策課 

・まちづくり懇談会、地域担当職員制度の

推進を図る。 

パブリックコメントによって、住民参画の

機会を創出する。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・まちづくり懇談会参加者増に向けた工夫 

・地域担当職員制度の推進 

・パブリックコメントの積極的な運用 

情報共有化の推進 総務課 

・各種審議会等における議事録の公開に努

める。 

 

≪具体的取組事項≫ 

ホームページ、広報などによる情報の公開 

地域活動の推進と地

域ボランティアの育

成 

企画政策課 

・地域ボランティアの育成については、自

治会連合会単位での支援を継続的に行う。 

 

≪具体的取組事項≫ 

・各自治会事業の位置づけと支援を実施。 

・地域ボランティアの養成 

保健福祉課 

・ボランティア活動の継続実施 

・市民後見人の養成及び後見実施機関の設

置 

 

≪具体的取組事項≫ 

 市民後見人養成研修の実施 

 市民後見人フォローアップ研修の実施 

 後見実施機関の設置 



⑦ 住民負担の軽減化 

これまでの行財政改革については、特に歳入の確保を重点とし受益者負担に

係る改革を取り進めてきたところであります。しかしながら、今日の社会経済

情勢や尐子高齢化社会が進む中で、地域の実情に応じた行政サービスが求めら

れています。 

このことから、尐子化対策・高齢者対策の一環として平成１７年度から段階

的に見直しを行ってきた「天北線代替輸送機関通学定期運賃補助金」の維持又

は補助率の拡充を図ります。 

 

取組項目 担当部署 ３次改革プラン（Ｈ28～Ｈ32） 

村民負担の軽減化 

（尐子化対策） 
保育所 

・保育料金の軽減を図る 

 

≪具体的取組事項≫              

・H28 年度から、多子世帯及びひとり親世

帯等への保育料軽減を図る。 

村民負担の軽減化 

（尐子化対策） 
保健福祉課 

・インフルエンザ予防接種費用の助成の対

象者の拡充 

  

≪具体的取組事項≫ 

・予防接種を受けやすい環境づくり及び負

担軽減のため、助成対象者の拡充を図る。 

村民負担の軽減化 

（尐子化対策） 
総務課 

・高校通学定期運賃補助金の充実 

通学費用の負担軽減のため、平成 28年度

より補助対象月数を 10ヶ月分から 12ヶ月

分に拡充 

 

≪具体的取組事項≫ 

・補助制度の拡充による人口の流出防止を

図る。 

 

 

 

 



⑧ 財政推計 

これまでに「行財政健全化計画」に基づき、経常経費の縮減や公債費負担の抑制など財政健全化に取

り組んできました。しかし、各種制度改正や歳入の根幹をなす村税収入及び地方交付税の動向の変化、

少子高齢化といった構造的課題による新たな財政需要への対応など、依然として地方財政を取り巻く情勢

は不透明な状況であります。 

平成28年度からは「第７次猿払村総合計画」に沿った施策を反映するとともに、「人口ビジョン」「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づき、取組みを中長期的な視野に立ち推進していかなければなりません。   

また、小規模多機能型居宅介護等施設の建設及び運用開始など新たな事業展開に伴う財源の確保が求

められております。そのため、経常経費の縮減等徹底した行財政改革の継続と施策の「選択と集中」により、

「歳入に見合った、将来にわたり持続可能な健全かつ安定した財政基盤を確立していく必要があります。 

 

（１） 現行の財政運営に基づく財政推計 

村政運営の指針となる「第７次猿払村総合計画」に沿った施策を可能な範囲において反映するとともに、

平成 26 年度決算や平成 28 年度当初予算などを踏まえた中期的な財政推計は、以下の表のとおりとなる

見込みです。 

 

【中期財政収支見通し（一般会計/平成 26年度決算ベース）】          （単位：百万円） 

区   分 26年度 27年度 28年度 29年度 30 年度 31年度 32年度 

  

 

 

歳   

 

 

入 

村税 605 701 592 524 524 524 524 

地方譲与税 73 75 68 68 68 68 68 

地方交付税 2,429 2,413 2,231 2,238 2,217 2,207 2,201 

国・道支出金 585 1,385 516 405 418 388 388 

村債 838 900 799 732 481 522 406 

その他 559 843 854 632 613 569 561 

合   計 5,089 6,317 5,060 4,599 4,321 4,278 4,148 

   

 

 

歳 

 

 

 

出 

 

人件費 625 623 649 656 657 663 660 

扶助費 173 168 185 172 172 172 172 

公債費 600 564 532 542 528 528 558 

投資的経費 1,183 820 1,288 894 649 619 531 

物件費 619 725 823 708 708 708 709 

補助費等 919 2,115 928 978 947 928 929 

繰出金 391 523 375 445 431 431 431 

その他 376 779 280 260 261 249 248 

合   計 4,886 6,317 5,060 4,655 4,353 4,298 4,238 

歳入歳出差引額 203 - - ▲56 ▲32 ▲20 ▲90 

財政調整基金繰入額 - - - 56 32 20 90 

 

 

 



●別表１（前頁、歳出のうち基金積立の推移）                   （単位：百万円） 

項   目 26年度 27年度 28年度 29年度 30 年度 31年度 32年度 

財政調整基金 41 63 10 5 5 5 5 

減債基金 - - - - - - - 

その他特定目的基金等 223 465 120 76 75 65 65 

合   計 264 528 130 81 80 70 70 

※その他特定目的基金等には、定額運用基金が含まれています。 

 

（２） 調整基金・その他特定目的基金等の推移及び地方債残高の推移 

まちづくりを行う上で生じた財源不足に対応するため、村の貯金である基金を取崩しながら財政運営を

行っておりますが、安易な基金取崩しに依存しない財政運営に取り組んでおり、平成 26 年度末残高と平

成 28年度末残高見込みの比較では、財政調整基金では 74百万円、基金全体では、93百万円の増加と

なっております。しかし、平成 28年度以降については、地域情報通信基盤設備の更新や老朽化する公共

施設の改修に係る財源を確保するための特定目的基金や財源不足による財政調整基金などからの取崩

しが想定されます。基金残高の減少に歯止めをかけるため、経費の圧縮は基より、ふるさと寄附金などの

新たな財源の確保、剰余金の基金積立てなどの取組みを積極的に行う必要があります。 

一方、地方債残高の推移では、一般会計平成 26年度末残高と平成 31年度末見込みの残高を比較す

ると 710百万円増額する見込みであります。近年は、漁港・上架施設といった産業基盤や観光施設の大規

模改修、漁協水産加工場建設（転貸債）、小規模多機能型居宅介護等施設の整備など大型事業が断続

的に行われてきたことにより増加傾向にありますが、平成 32 年度以降は減少に転じる見込みとなっており

ます。公債費増加は後年度の財政運営に大きく影響するため、建設地方債は地方交付税措置が有利な

過疎・辺地債を中心とし、一方、過疎対策事業債のソフト事業枠を有効に活用し財源の確保を図ります。 

 

【基金残高（積立金）の推移（別表 2含む総額）】               （単位：百万円） 

区    分 26年度 27年度 28年度 29年度 30 年度 31年度 32年度 

財政調整基金 614 677 688 637 610 595 509 

減債基金 281 281 281 281 282 282 282 

その他特定目的基金 1,388 1,600 1,407 1,232 1,068 937 814 

合    計 2,283 2,558 2,376 2,150 1,960 1,814 1,605 

備荒資金組合積立金 126 127 129 130 131 132 134 

※その他特定目的基金等には、定額運用基金が含まれています。 

※備荒資金組合積立金には、超過納付金（災害等目的以外）が含まれています。 

 

【地方債残高の推移】                            （単位：百万円） 

区    分 26年度 27年度 28年度 29年度 30 年度 31年度 32年度 

一般会計 4,639 5,028 5,346 5,348 5,317 5,349 5,233 

簡易水道事業特別会計 782 733 708 686 749 713 665 

下水道事業特別会計 911 876 837 834 832 825 766 

国民健康保険病院事業会計 58 50 47 43 39 34 30 

消防会計（一部事務組合） 92 82 71 60 48 36 25 

合     計 6,482 6,769 7,009 6,971 6,985 6,957 6,719 



（３）財政用語 

 
依存財源（⇔自主財源） 

収入に当たって国・道の関与を受けるもので、国・道の意思により定められた額を交付されたり、割

り当てられたりする収入をいう。（地方交付税、国庫支出金、道支出金、地方債等） 

一般会計 
地方公共団体の会計の中心をなすもの。地方公共団体の行政運営の基本的経費を網羅して計上した会

計 

一般財源（⇔特定財源） 
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる収入（地方税、地方譲与税、地方交付税等） 

基金 
地方公共団体が条例の定めるところにより、設けられた資金又は財産で、２種類に大別される。 

・積立型：特定の目的のために財産を維持し資金を積み立てるために設置されるもの。 

・運用型：特定の目的のために定額の資金を運用するために設置されるもの。 

義務的経費（⇔任意的経費） 
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に節減できない経費で、きわめて硬直性

の強い経費（人件費、扶助費、公債費） 

経常一般財源 

毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に使用しうる収入 

経常的経費（⇔臨時的経費） 
毎年度、経常的に支出される経費で、地方公共団体が行政活動を行うために必要な一種の固定的経費

をいう。（人件費、維持補修費等） 

経常的収入（⇔臨時的収入） 
毎年度継続的に、しかも安定的に確保できる見込みの収入（地方税、継続的な国庫支出金等） 

決算（歳計）剰余金 
その年度の歳入歳出差引額から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたものを純剰余金といい、純

剰余金は、その 1／2以上の額を積み立てるか、地方債の繰上償還の財源に充てなければならない。 

財政調整基金 
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てたもので、経済の不況等によ

り大幅な税収減に見舞われたり、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされるような場合に

活用 

自主財源（⇔依存財源） 
地方公共団体が自主的に収入しうる財源（地方税、使用料、手数料、財産収入等） 

性質別分類（⇔目的別分類） 
地方公共団体の経費をその経済的性質を基準として分類したもの。 

※地方公共団体の財政の構造上の特色やその良否を判断するために活用 

 （人件費、物件費、扶助費、普通建設事業費等） 

(1) 人件費 
職員等に対し、勤労の対価・報酬として支払われる経費（職員給与等） 

(2) 物件費 
物財調達のための一切の経費（賃金、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等） 

(3) 維持補修費 
地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費 

(4) 扶助費 
社会保障制度の一環として生活困窮者等に対してその生活を維持するために支出する経費 

(5) 補助費等 
補助費等の項目とされる支出事項は、支出の目的・根拠・対象等によって多種多様で、人件費や維

持補修費のように字句だけでは判断しにくいものも含まれる。（報償費、補助金、賠償金、寄付金） 

(6) 普通建設事業費 
道路、橋、学校、庁舎等公共用又は公用の新増設等の建設事業に要する経費 

（工事請負費、設計委託料、公有財産購入費、移転補償費等） 

(7) 災害復旧事業費 



洪水、暴風、地震その他の災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するために要する経費 

(8) 公債費 
地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費 

(9) 積立金 
特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金等に積み立てる経

費 

(10) 投資及び出資金 
地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合や公益上の必

要性等の見地から会社の株式を取得したり、新たに共同して株主となる場合等に支出する経費 

(11) 貸付金 
地方公共団体が直接あるいは間接に地域住民の福祉増進を図るための現金の貸付けに要する経費 

(12) 繰出金 
一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費 

（各会計の赤字補填の目的のために支出されるもの等） 

地方交付税（普通交付税）（特別交付税） 
地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように、一定の基準により国が交付

する税で、普通交付税と特別交付税の２種類に分かれている。 

(1) 普通交付税 
地方交付税の主体をなすもので、その総額は地方交付税総額の 94％に相当する額 

基準財政需要額が基準財政収入額を超える部分（財源不足額）に対して交付される。 

(2) 特別交付税 
地方交付税総額の 6％に相当する額 

客観的基準を重視する普通交付税の算定に反映することのできなかった特別の事情を考慮し、普通交

付税の機能を補完して交付される。 

地方債（村債） 
地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を越えて行われるも

ので、この地方債を起こすことを起債という。（いわゆる村の借金） 

投資的経費（⇔消費的経費） 
その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等のストックとして将来に残るものに支出される経費（普

通建設事業費、災害復旧事業費） 

特定財源（⇔一般財源） 
財源の使途が特定されている収入（主に国庫支出金、道支出金、使用料、地方債等で使途が指定され

ているもの。） 

目的別分類（⇔性質別分類） 
地方公共団体の経費をその行政目的によって分類したもの。（議会費、総務費、民生費、衛生費、土木

費、消防費、教育費等） 

臨時的経費（⇔経常的経費） 
一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則のない経費（積立金、繰

出金、単年・短期間に限って要した経費等） 

臨時的収入（⇔経常的収入） 
当該収入が持続的に収入されるものでなく、一時的・臨時的に収入されるもの。（特別交付税、不動産

売払収入等） 

備荒資金組合（積立金） 
道内の全市町村が、一部事務の共同処理を通じて、相互の福利増進と財政運営の健全化を図り、災害

などに備えて資金を積み立てている北海道市町村組合 
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