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 財政健全化法に基づく財政判断比率  
平成 28 年９月 23 日 湯川村 総務課 政策財務係（0241-27-8800）

 → 本村の財政健全化判断比率は、いずれも早期健全化基

準を下回る数値となった。

１ 健全化判断比率 
名 称 平成 27 年度 平成 26 年度 ※早期健全化基準 ※財政再生基準

①実質赤字比率    － ※ －  15.0％  20.0％ 

②連結実質赤字比率    － ※ －  20.0％  35.0％ 

③実質公債費比率※ 6.4％  6.7％    25.0％ 35.0％ 

④将来負担比率 9.2％  26.7％   350.0％ 

※「実績赤字比率」及び「連結実績赤字比率」については赤字額がないため「－」で表記 

※「実質公債費比率」は３ヶ年平均値 

２ 資金不足比率 
特別会計(地方公営企業会計)の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

①特定環境保全公共下水道事業 －（比率なし） 
20.0％ 

②農業集落排水事業 －（比率なし） 

「将来負担比率」については、前年度から減少して「9.2％」（前年度は

「26.7％」）となった。これは、近年実施している大型建設事業等に伴う

新規借入に過疎対策事業債などの交付税措置の有利な起債を利用してい

ることが当該指標に現れたためであり、財政規模の小さい当村は、今後

とも引き続き償還計画等を充分に考慮したうえで財政計画を策定し、そ

れに伴う事業執行に努めていかなくてはならない。 

◎「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」について
地方自治体の財政を、「健全」、「財政の早期健全化」、「財政の再生」の３つの段階に区分し、段階に応

じた対応を要請するものである。 

① 実質赤字比率  

  一般会計等における歳出に対する歳入の不足額（いわゆる赤字額）の一般財源の標準的な規模を表す

「標準財政規模」（標準税収入額等＋普通交付税額＋臨時財政対策債発行可能額）に対する比率 

② 連結実質赤字比率  

  特別会計を含む村の全会計を合算し、一つの法人とした場合の赤字額の標準財政規模に対する比率 

③ 実質公債費比率  

  義務的経費である公債費やこれに準じた経費の総額の標準財政規模を基本とした額に対する比率の

３ヵ年（平成 24～6年度）の平均値（資金繰りの程度を表す指標）

④ 将来負担比率  

  村債残高、退職手当、損失補償を付した第三セクター等への債務など、決算年度末時点での一般会計

等が将来負担する見込額の標準財政規模を基本とした額に対する比率（財政圧迫の可能性度合の指標）

⑤ 資金不足比率(公営企業等会計)  

  一般会計等における実質赤字に相当する公営企業等会計の｢資金不足額｣の公営企業の事業規模に対

する比率（経営状態の悪化の度合いを示す指標）
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 【※参考 健全化判断比率に関する事務手続き順序】  

① 村で健全化判断比率等の算定（６月中旬～７月上旬）

↓（※算定調書・様式等の作成）

② 県の算定書類の検収(ヒアリング)（本年７月 27 日実施）

↓（※県の事前承認）

③ 村監査委員による審査（８月中旬～下旬(８月 17 日)）

↓（※審査意見書付与）

④ 村９月定例議会へ報告 → 公表(掲示場･ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等)

↓（※公表後速やかに）

⑤ 県 へ の 法 定 報 告 → 総 務 省 公 表

(従来制度)

 比率のいずれかが早期健全化基準（公営企業等にあっては経営健全化基準）以上となっ

た場合には、再生健全化計画（公営企業等にあっては経営健全化計画）を策定し、自主的

な改善努力で財政（経営）健全化を目指すこととなり、いずれかが財政再生基

準以上となった場合には、財政再生計画を策定し国等の関与による確実な財政

再生が図られることとなる。 
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１-① 健全化判断比率-実質赤字比率（※算定様式「総括表②」）

【算定方法】 

実質赤字額＝△78,103 千円（黒字）／標準財政規模 1,564,338 千円 

実質赤字比率 ※黒字のため比率なし 

（前年度△4.97％） －（△4.99％）

１-② 健全化判断比率‒連結実質赤字比率（※算定様式「総括表②」）

【算定方法】 

連結実質赤字額 ＝△129,742 千円（黒字）／標準財政規模 1,564,338 千円 

連結実質赤字比率 ※黒字のため比率なし 

（前年度△6.59％） －（△8.29％）
【連結対象会計】※「墓地事業特別会計」については一般会計等に属する会計として除外。 

区分 会 計 名 
実質収支・余剰額 

（平成 27 年度） 

実質収支・余剰額 

（平成 26 年度） 

一般会計等

以外の 

特別会計 

国民健康保険 29,684 千円 7,816 千円

介護保険 17,526 千円 11,247 千円

後期高齢者医療 502 千円 187 千円

公営企業等

の特別会計

特定環境保全公共下水道事業 2,548 千円 2,762 千円

農業集落排水事業 1,379 千円 1,938 千円

連結対象会計 計 51,639 千円 23,950 千円

◎湯川村平成 27年度決算当てはめ 

 標準財政規模（湯川村 27 年度）

・標準税収入額等 461,840 千円 

・普通交付税額 1,025,954 千円 

・臨財債発行可能額  76,544 千円

   計   1,564,338 千円 

◎湯川村平成 27年度決算当てはめ 

村が通常水準の行政活動を行う上で必要な 

一般財源の総量 

≪普通会計実質収支額≫ 

・一般会計分：78,062 千円 

・墓地会計分：    41 千円 

上記普通会計分78,103千円及

び下表特別会計分計との合計

額（村全会計分の実質収支） 
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１-③ 健全化判断比率‒実質公債費比率（※算定様式「総括表③」） 

【算定方法】 

 実質公債費比率（単年度） ＝５．６６６１７％ 

７７，３３８千円

（地方債元利償還金 178,968 ＋ 準元利償還金 97,799）－（特定財源  0 ＋ 基準財政需要額算入額 199,429）
調査表項目№（①・②）＋  （③～⑦）    －   ⑧   ＋  （⑨～⑭・⑱） 

１，３６４，９０９千円

（標準財政規模 1,564,338）－（元利償還金に係る基準財政需要額算入額 199,429）

調査表項目№（⑮～⑰）    －  （⑨～⑭・⑱） 

実質公債費比率 
（３ヵ年平均値） 

※単年度比率(H25～H27) 

・H25 年度: 6.96252％ 

・H26 年度: 6.65394％ 

・H27 年度: 5.66617％ ６.４％ 

 概 要 説 明  

 単年度比率については、前年度と比較し０．９８７７７％と大きく減少した。 

 なお、当比率について今後の元利償還額の推移で試算すると、近年借入の大型事

業に係る起債の元金償還が開始されることにより、横ばい状態から増加傾向へ転じ

ると推測される。

◎湯川村平成 27年度決算当てはめ 
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１-④ 健全化判断比率‒将来負担比率（※算定様式「総括表④」） 

【算定方法】 

１２６，８５８千円

（将来負担額 4,398,055）－（充当可能基金 1,513,347＋基準財政需要額算入額 2,757,850） 

１，３６４，９０９千円

（標準財政規模 1,564,338）－（元利償還金に係る基準財政需要額算入額 199,429） 

将来負担比率 ※比率の推移 (H25～H27)

・H25 年度：-(△24.3%) 

・H26 年度：26.7% 

・H27 年度： 9.2% 
9.2％ 

 概 要 説 明  

当比率の増加要素である「将来負担額」については前年度と比較して 257,238 千

円の増（｢地方債の現在高｣で 60,039 千円増、「公営企業債等繰入見込額」で 42,540

千円減、「退職手当負担見込額」で 19,732 千円減等）となっており、比率減少要素

である「充当可能財源等」については 275,972 千円の増（「充当可能基金」で 11,809

千円減、「基準財政需要額算入見込額」で 287,781 千円増等）となり、当比率につい

ては前年度から減少して「9.2％」となっている。 

 また、定住促進団地の拡張や新たな公営住宅団地の整備も予定しており、今後も

当比率の上昇が避けられないため、引き続き財政運営については十分に注視しなが

ら進めていく必要がある。 

◎湯川村平成 27年度決算当てはめ 


