
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

財政計画説明資料 
（三好町・三加茂町合併協議会） 

 



 

前提条件 

 
 財政計画は、新町として歳入・歳出の各項目ごとに過去の実績と各現行制度

等を踏まえ、今後も健全な財政運営を行うことを基本に算定し、合併による歳

出の削減効果、国・県の合併支援策、新町建設（まちづくり）計画に盛り込ま

れた各種の事業費等を計上し、普通会計ベースで作成しました。 

 なお、歳入・歳出の各項目ごとの説明、試算の前提条件は次のとおりです。 
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歳 入 
１．地方税 
 租税のうち、国が課税権の主体であるものが国税であり、地方公共団体が課

税権の主体であるものが地方税です。 
 このうち、市町村が市町村税として賦課徴収できる主たる税目としては、大

きく普通税と目的税の２つに区分されます。 
●普通税・・・市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税など 
●目的税・・・入湯税など 

○試算方法 
①平成１５年度決算額を基準としています。 
②人口減少を加味するため、平成１２年度国勢調査人口（１６，１９９人）か

ら平成２６年度の目標人口（１６，０００人）における減少率として、対前年

度比▲０．２％で試算しています。 
 
２．地方譲与税 
 国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税のことです。 
 現在、地方譲与税としては、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量

譲与税、特別とん譲与税及び航空燃料譲与税があり、平成１６年度から暫定的

に所得譲与税が創設されます。 
○試算方法 
①平成１５年度決算額を基準としています。 
②所得譲与税を考慮し、平成１６年度と平成１７年度は見込み額、平成１９年

度以降は人口一人当たり１，６７４円とし、目標人口である１６，０００人と

して試算をしています。 
 
３．利子割交付金 
 所得税における利子課税制度が昭和６３年度から実施されていますが、この

措置により地方税法も改正され、県民税として利子割が創設されています。こ

の利子割は所得に対する課税であるため、市町村民税所得割に相当するものと

して、利子割額の一定割合額を県から市町村への利子割交付金として交付する

こととなっています。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
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４．配当割及び株式等譲渡所得割交付金 
 一定の上場株式等の配当等及び源泉徴収口座における上場株式等の譲渡にか

かる所得に対し、配当割及び株式等譲渡所得割が県民税としてかかります。税

率は、５％（平成１６年１月１日から平成２０年３月３１日の間は３％）で、

その税収総額から徴税費相当額（５％）を控除した後の金額の一定割合（６８

／１００。ただし、今後５年間は２／３）を市町村に交付されることになって

います。 
○試算方法 
 これまでに、実績のない交付金なので、仮定値として１，０００千円固定で

推移すると試算しています。 
 
５．地方消費税交付金 
 地方消費税は平成９年度に創設され、条例によって県が課す地方税となって

います。消費税と同じく、広く消費に負担を求める消費課税となっており、県

は清算を行った後、一定割合の額を市町村へ交付することとなっています。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
６．自動車所得税交付金 
 自動車取得税交付金は、自動車の所得に対し、県が課税するものであり、道

路の延長や面積などを考慮した一定割合の額を、市町村に交付金として交付す

ることとされているものです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
７．地方特例交付金 
 平成１１年度の恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補てんするため、

地方税の代替的性格を有する財源として、将来の税制の抜本的な見直し等が行

われるまでの間、地方特例交付金を交付することとされています。 
○試算方法 
①平成１５年度決算額を基準としています。 
②今後、見直しによりますます減少すると想定されるため、平成１２年度から

平成１４年度までの３ヶ年の平均増減率を参考とし、前年度比▲１．０％で試

算しています。 
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８．地方交付税 
地方交付税は、国税５税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一

定割合とされており、地方公共団体の財政の不均衡を調整するものであり、ど

の地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障する

ものであるとされています。 
○試算方法 
 現在、国において「三位一体の改革」が進められており、交付税制度の抜本

的な見直しが行われていますが、現時点では、どのような方向性になるのか不

透明な状況となっています。今回の財政計画の作成に際しては、現時点での制

度を前提に試算を行うこととしています。合併後については合併算定替えが認

められるため増減がないのですが、地方交付税の厳しい状況を踏まえ、同額で

推移させるのではなく、普通交付税については平成１６年度見込み額を基準に、

対前年度比として、平成１８年度まで▲６．０％、特別交付税については平成

１５年度決算額を基準に、平成１６年▲６．５％、平成１７、１８年は▲６．

０％とし、平成１９年度以降はともに▲２．０％で試算しています。 
 
また、合併に係る財政支援措置を以下のように試算しています。 
①合併直後の臨時的経費にかかる普通交付税措置 
・５年間合計で、普通交付税に上乗せ【１．８億円】 
  平成１７年 ３６，１９８千円 
  平成１８年 ３６，１９８千円 
  平成１９年 ３６，１９８千円 
  平成２０年 ３６，１９８千円 
  平成２１年 ３６，１９８千円 
 
②特別交付税措置 
・３年間で包括的に措置【５．３億円】 
  平成１７年 ２６５，４３５千円 
  平成１８年 １５９，２６１千円 
  平成１９年 １０６，１７４千円 
 
③合併特例債の元利償還金の７０％を普通交付税額に算入。 
 
④臨時財政対策の元利償還金の１００％を普通交付税算入。 
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９．交通安全対策特別交付金 
 道路交通法に基づき国から地方公共団体に交付される交付金です。交付金の

地方公共団体ごとの配分額は、交通事故の発生件数や人口集中の度合い等に基

づいて算定されています。 
○試算方法 
 平成１５年度の決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
１０．分担金及び負担金 
 分担金と負担金の区分は明確になっていないので、法令上も混同して用いら

れることがあります。いずれも、市町村で行う特定の事業の経費に充てるため

の、その事業により特別な関係のある（利益を受ける）者や他の市町村から経

費負担の意味で使われるものです。 
○試算方法 
 平成１５年度の決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
１１．使用料及び手数料 
 特定人のためなんらなかの便益を与えることによる特定人の受益に着目して、

その事務のため市町村が支弁する経費の一部を応益的に負担してもらうもので

す（体育館、公民館などの使用料。納税証明、印鑑登録証明の手数料など）。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で試算しています。 
 
１２．国庫支出金 
 地方公共団体の支出する特定の経費に対して国が負担交付する一切の支出金

を国庫支出金といいます（補助金、交付金、委託金など）。 
○試算方法 
 現在、地方交付税とともに「三位一体の改革」において、国庫負担金の見直

しが行われており、現地点では、どのような方向性になるのか不透明な状況と

なっています。 
 ここでは、平成１５年度決算額を基準とし、平成１６年から平成１８年度ま

で対前年度比▲３．０％とし、それ以後は、対前年度比▲１．０％で試算して

います。 
  
また、合併に係る財政支援措置を以下のように試算しています。 
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①合併市町村補助金 
 平成１７年度から３ヶ年を限度として補助にわたり、包括的に措置 

【２．４億円】 
  平成１７年 ８０，０００千円 
  平成１８年 ８０，０００千円 
  平成１９年 ８０，０００千円 
 
１３．県支出金 
 県支出金は、県から市町村に対して交付される負担金、補助金、委託金など

のことです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準として、国庫支出金と同様の傾向であると考え、

平成１６年度から平成１８年度まで対前年度比▲３．０％、それ以後は、対前

年度比▲１．０％で試算しています。 
 
また合併に係る財政支援措置を以下のように試算しています。 
①市町村合併特別交付金 
 合併後から５年間（着手時期）にわたり補助【５．０億円】 
  平成１８年 １００，０００千円 
  平成１９年 １００，０００千円 
  平成２０年 １００，０００千円 
  平成２１年 １００，０００千円 

平成２２年 １００，０００千円 
 

 
１４．財産収入 
 市町村が有する財産を出資し、交換したり、譲渡したりしたことにより生じ

る収入を言います。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
１５．寄附金 
 当該地方公共団体以外の者から受ける金銭の無償譲渡のことです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
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１６．繰入金 
 一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動を表しています。 
基金からの取り崩し額などが含まれています。 
○試算方法 
 実際の財政運営上の繰入とは異なり、財政計画上では、歳入額と歳出額の差

額の微調整を図るものとして取り扱っています。 
 
１７．繰越金 
 一会計年度から次の会計年度へ持ち越した金額を言います。 
○試算方法 
 歳入・歳出ともに同額で推移させていくことが前提とするので、財政計画に

は見込みません。 
 
１８．諸収入 
 他のいずれの収入科目にも当てはまらない収入のことです。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算をしています。 
 
１９．地方債 
 地方公共団体の資金調達のために負担する債務であり、その返済が一会計年

度を超えて行われるものだとされており、市町村が行う長期間の借金であると

いえます。 
○試算方法 
 地方債には、通常地方債（合併特例債以外の地方債）、臨時財政対策債、新町

建設（まちづくり）計画事業に伴う合併特例債を見込んでいます。 
 
①通常分 
 地方債全体の縮減をはかるため、平成１５年度決算額を基準に、平成１７年

度より対前年度比▲６．０％で試算しています。 
※借入条件 

   年利１．５％  １２年償還（３年据置） 
 
②臨時財政対策債 
 地方財政の通常収支不足の補てん措置制度ですが、平成１８年度までは現行

の制度が存続すると想定し、平成１６年度当初予算額を基準に、対前年度比▲

５．０％で試算しています 
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※借入条件 
   年利１．５％  １５年償還（３年据置） 全体の４分の１ 
   年利１．５％  ２０年償還（３年据置） 全体の４分の３ 
    理論償還想定額と同設定 
 
③合併特例債 
 基金造成については、上限額１００％の１０．５８億円、ハード事業分につ

いては、上限額の８０％の４３．２１億円（事業費は４５．４８億円）を想定

しています。 
 ※借入条件 
   年利１．５％  １５年償還（２年据置） 
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■歳出 
１．人件費 
 人件費には、議員等報酬、各種委員等報酬、特別職給与、職員給のほか、共

済組合負担金、退職金、退職手当組合に対する負担金、公務災害負担金等が含

まれています。 
○試算方法 
①議員報酬 
・報酬額は、２町の平成１５年度決算見込み額の平均額を基準に試算していま

す。 
・定数については平成１８年度から１６人（在任特例や定数特例を取らないで

上限２２人のところ１６人）として試算しています。 
②委員等報酬 
・非常勤特別職となる委員については、２町の平成１５年度決算見込み額の平

均額を基準に試算しています。 
・その他の委員については、平成１５年度決算見込み額を基準に、平成１８年

度まで同額で据え置き、１／２で試算しています 
③特別職 
・報酬額は、２町の平成１５年度決算見込み額の平均額を基準に試算していま

す。 
・共済組合負担金等は、平成１５年度の掛け率を基準に試算しています。 
④一般職 
・普通会計の職員を対象とし、退職者補充を１／６採用で試算しています。 
・給料は普通昇給のみで試算しています。 
・期末勤勉手当を除く各手当は、平成１６年度当初予算額を基準に試算してい

ます。 
・期末勤勉手当の掛け率は、平成１５年決算見込み額の掛け率を基準に、同率

で試算しています。 
・退職者は、６０歳定年退職のみとして試算しています。 
・共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害負担金、互助会等の掛け率は、

平成１５年度の掛け率を基準に試算しています。 
 
２．物件費 
 賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用

料及び賃貸料などが含まれます。 
○試算方法 
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①平成１５年度決算額を基準としています。 
②合併による歳出の削減が図れると想定し、対前年度比▲５．０％で試算して

います。 
 
３．維持補修費 
 地方公共団体が管理する施設等の維持・保全などのための経費です。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、同額で推移すると試算しています。 
 
４．扶助費 
 地方公共団体が各種の法令、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づ

き、被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費及び地方公共

団体が単独で行っている各種扶助の経費をいいます。 
○試算方法 
①平成１５年度決算額を基準としています。 
②今後、高齢者人口の増加などによる社会保障関連支出の増加が見込まれるた

め、対前年度比＋１．０％で試算しています。 
 
５．補助費等 
地方公共団体が支出する負担金、補助及び交付金などがあります。 

○試算方法 
①平成１５年度決算額を基準としています。 
②合併による歳出の削減が図れると想定し、対前年度比▲３．０％で試算して

います。 
 
６．普通建設事業費 
 道路、橋りょう、河川等の公共土木関係施設、消防施設、学校等文教施設、

治山治水施設、農林水産施設、公民館等の公共用施設等の新設、増設、改良事

業の事業費などのことです。 
 また、合併特例債を活用したまちづくり建設事業もここに計上されることに

なります。 
○試算方法 
 普通建設事業費は、各年度毎の事業の実施・進捗、あるいは国・県からの補

助金の状況によっておおきく左右されてしまう科目です。そのため将来の変動

を予測することは困難です。 
 そこで、今回の財政計画の作成においては、現在の厳しい財政状況を勘案し
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ながら、平成１５年度決算額を基準として、合併特例債や過疎債を重点的に活

用した事業を中心にして事業費を推移することとしています。 
  
７．災害復旧事業費 
 暴風、豪雨、洪水、地震などの災害によって被害を受けた施設などを、原形

に復旧することを目的にした事業に要する経費をいいます。 
○試算方法 
 災害の有無や規模等が予測不可能なため、仮定値として１，０００千円固定

で推移すると試算しています。 
 
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（借金の返済金）のことです。 
○試算方法 
①従来分 
・平成１５年度以前における見込み額、平成１６年度当初予算額における地方

債の元利償還金が計上されています。 
②通常分償還 
・歳入の地方債の項目において、平成１７年度以降の借入分を想定しています

が、それに対しての元利償還金を試算しています。 
 ※借入条件 
   年利 １．５％ １２年償還（３年据え置き） 
 
③臨時財政対策債 
・臨時財政対策の借入に対する元利償還金を試算しています。 
 ※借入条件（理論償還想定額で試算） 
   縁故債  年利 １．５％ １５年償還（３年据え置き） ４分の１ 
   政府資金 年利 １．５％ ２０年償還（３年据え置き） ４分の３ 
 
 
④合併特例債 
・合併特例債の借入に対する元利償還金を試算しています。 
 ※借入条件 
   年利１．５％  １５年償還（２年据え置き） 
９．積立金 
 基金への積立額が計上されています。 
○試算方法 

- 11 -



 

・実際の財政運営上の積立とは異なり、財政計画上では、歳入額と歳出額の差

額の微調整を図るものとして取り扱っています。 
・基金造成にかかる合併特例債の借入による基金の積立を想定しています。積

立額については、基金造成上限額の１００％、金額にして、１０年間で約１０

億６千万円の積立を想定しています。 
 
１０．投資及び出資金・貸付金 
 投資及び出資金には、地方公共団体が行う株式の取得や財団法人への出損金

などが含まれています。また、貸付金は、地方公共団体が民間団体等への貸し

付ける資金などのことです。 
○試算方法 
 仮定値として１，０００千円固定で試算しています。 
 
１１．繰出金 
 一般会計と特別会計又は特別会計間相互間において支出される経費のことで

す。 
○試算方法 
 平成１５年度決算額を基準とし、各特別会計等への繰出金の増加分を見込ん

で試算しています。 

- 12 -



 

重点事業の内容 

 

（１）ケーブルテレビの整備               （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

地上デジタル放送への対

応、多チャンネルテレビの

再送、議会や行政の情報提

供などＣＡＴＶ網基盤の活

用として様々なサービスに

取り組む。 

平成１８年～ 

平成２０年 

総事業費  １，８００

国費      ６００

県費      ３００

合併特例債   ８５５

町費       ４５

（この他にネットワーク基盤整備のために情報基盤整備事業として２億円計上） 

 

（２）コミュニティバス運行事業             （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

新町内の主要な公共施設を

利用できる交通ネットワー

クを形成するとともに、福

祉施策としても側面に考慮

した、利便性の高い交通シ

ステム（巡回バス）を整備

する。 

平成１８年 総事業費     ２０

県費        ５

合併特例債    １３

町費        ２

 

（３）戸籍電算化事業                  （単位：百万円） 

事 業 概 要 事 業 年 度 概算事業費 

住民票などの証明と同じく

迅速に戸籍証明書が発行で

き、人件費削減など戸籍事

務の合理化が図られる。 

平成１８年 総事業費   １３４ 

合併特例債  １０６ 

町費      ２８ 
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