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この「公共施設の財源制度一覧」は、複雑な財源制度を公共施設ごとに分類整理し、市
町村における住民ニーズに対応した行財政運営が、計画的かつ能率的に行われることを目
的に発行しております。
依然として地方公共団体の財政状況が厳しい中、過去に建設した公共施設等が大量に更
新時期を迎えるため、人口減少等による利用需要の変化等も踏まえ、最適な配置の実施や、
更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行うことにより財政負担を軽減・平準化するいわゆ
る「賢い投資」が重要となっています。
こうした中、２０２１年度においても、長寿命化事業の対象事業の追加等に加え、緊急
防災・減災事業の拡充・延長など地方財政措置の大幅な拡充が行われております。
そこで、来年の予算編成においてこうした制度を最大限活用していただけるよう、公共
施設等の整備に係る国、県等の財源制度の内容を更新し、２０２１年度版として取りまと
めました。
また、巻末には公共施設等の整備のための地方債の活用例について、施設や事業の内容
ごとに分かりやすく場合分けをした手引き書を掲載するとともに、公共施設等適正管理推
進事業債を活用した先進事例の紹介も掲載しております。
今後、本県においては、スポーツ関連の大会やイベント等、公共施設を活用した多くの
行事の開催が見込まれております。
こうした中、この冊子が、皆様方の行財政運営の参考になれば幸いです。
なお、この冊子は、２０２１年度の制度を基にしておりますので、予算編成時及び事業
実施年度において制度改正が行われる可能性があることをご承知おきください。

編集方針
Ⅰ

本編

１

掲載の対象は次の範囲とした。

（１）市町村及び一部事務組合等が事業主体となって行う公共施設の施設整備（災害復旧事業に係るもの
を除く。
）に要する経費に対するもの
（２）公共的団体が事業主体となって行うもののうち、土地区画整理事業、土地改良事業、農業構造改善
事業のように、市町村の将来の性格づけに大きなかかわりを持ち、市町村の財政に直接影響を与える
事業に要する経費に対するもの
２

制度の内容は、２０２１年度の制度で整理し、本県の地域に適用のある内容にとどめた。

３

各欄の記載方法は、次の要領によった。

（１）事業名
原則として、施設ごとに国庫・県費補助制度の事業名とした。
（２）事業主体
国・県補助金又は起債の対象となる事業を実施する事業主体を、例えば「市町村」
、
「一部事務組合」
等と記載した。
なお、市町村が公共的団体に対して補助をする経費に対して措置される財源制度に係る事業主体の
表示は「市町村」とした。
（３）事業内容
各事業の内容を簡潔に表示した。
（４）国庫、県補助金及びその他の公的助成金
次の略記号を付し、法律、規則又は要綱等に規定する補助率を記載した。
国直 ・・・国が直接市町村等へ交付する国庫補助金等
国間 ・・・国が県の予算を通じて市町村等へ交付する国庫補助金等
県単 ・・・県が単独で市町村等へ支出する県費補助金等
県複 ・・・県が市町村等へ支出するものではあるが、国の負担事業、補助事業、委託事業に対し
てのみ上乗せする県費補助金等
公的 ・・・国、県以外から市町村等へ交付される助成金等（例：スポーツ振興くじ助成金）
なお、補助率に対する過疎・へき地・離島の特例などについてもできる限り記載した。
（５）地方債
適債事業の２０２１年度における起債事業項目と充当率をできる限り記載した（補正予算債は除
く。
）
。
（６）交付税措置
２０２１年度における交付税措置の有無と措置率をできる限り記載した。
なお、特に記載がない場合は、普通交付税措置を表している。
（７）説明
各事業について、事業計画承認・地域指定等の要件、補助対象事業・補助限度額等の所要の説明を
できる限り記載した。
（８）根拠法令等
各事業について財源制度の根拠（法律、政令、省令、要綱、要領及び基準等）を記載した。
（９）摘要
国・県補助金の県における所管課室名を記載した。
Ⅲ
１

地域開発関係等財政特別措置制度
辺地、離島振興対策実施地域、山村（振興山村）
、過疎地域、法失効後の公害防止計画における公害
防止対策事業計画の対象とする地域、地震防災対策強化地域、南海トラフ地震津波避難対策特別強化
地域、特定地域及び地方拠点都市地域の財政特別措置について記載した。

２

下記の区分により一覧表を作成した。
①地域区分及び指定状況（区分、地域の定義等、根拠法令、区域（名称、市町村名、指定年月日）
、摘要）
②財政特別措置の方法（区分、概要、対象施設及び対象事業、国の負担割合の引上げ方法等、参考）
③地域指定の一覧表（市町村別の各地域指定の有無等）
④財政措置の一覧表（区分、根拠法令、対象、国庫補助（補助率の引上げ、財政力・事業量に応じて補
助率引上げ）
、地方交付税の特別措置※1（地方税減収補てん、基準財政需要額に算入）
、地方債の特例
※2（適債範囲の拡大）
）
※1

地方交付税の特例措置：地方交付税のうち普通交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額
を控除して交付額の基礎となる財源不足額を算出しているが、この基準財政需要額を増額する
か基準財政収入額を減額することにより財源不足額が増加することとなる。

※2

地方債の特例：地方債は、地方財政法第 5 条によって、地方債を起せる範囲が限定されている
が、この範囲を拡大する措置がとられることがある。

３

制度は２０２１年度の内容とした。

４

「① 地域区分及び指定状況」の摘要欄には、県における所管課室名を記載した。

Ⅳ

特定の地域等における特定の目的のための公共施設等に対する交付金
特定防衛施設周辺整備調整交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金、電源立地地域対策交付金（電源立

地促進対策交付金相当分、水力発電施設周辺地域交付金相当分）
、及び交通安全対策特別交付金について、
その詳細を記載した。
Ⅴ

災害復旧事業に係る国・県支出金制度

１

市町村の行う建設事業のうち、
「公共施設の財源制度一覧」
（本編）に掲げなかった災害復旧事業に係
る国・県支出金制度について記載した。

２

制度は２０２１年度の内容とした。

３

「名称」欄は、交付通知等に用いられる名称を記載した。
また、名称欄の（

４

）書は市町村の歳入科目（
「項」
）とした。

国・県支出金の区分は、下記の例による。
国直 ・・・国の支出金であり、国が直接市町村等へ交付するもの
国間 ・・・国の支出金であり、国が県の予算を通じて市町村等に交付するもの
県単 ・・・県が単独で市町村等へ支出するもの
県複 ・・・県が市町村等へ支出するものであるが、国の負担事業、補助事業、委託事業に対して
のみ上乗せするもの

５

「負担割合」欄の「国」及び「県」欄には、法律、規則又は要綱等に規定する補助率等を記載した。

６

「根拠法令」欄は、交付の根拠となる法律、通達、要綱等を記載するとともに、交付について法令上
義務付けられている場合には、 義 、義務付けられていない場合には、 任 と付記した。

７

記載例は次のとおり。
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