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西原町西原町西原町西原町のののの中期中期中期中期財政財政財政財政見通見通見通見通ししししとととと対策対策対策対策 

 

 経済再生が財政健全化を促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄与す

るという好循環を目指し、民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の実現に取り

組むとして、これまで政府は様々な対策を講じてきており、今後もその流れは続くも

のと思われます。国の施策に大きく影響を受ける地方財政においても、その動向を注

視していかなければなりません。 

 

 本町の財政状況について、歳入面では、自主財源の柱である町税収入は増加しては

いますが、国等の施策で影響がおよぶ国県支出金や交付金等、地方交付税など依存財

源が自主財源を上回る構造が続いています。一方、歳出面では、社会保障関係費や公

債費等の義務的経費も増加傾向にあるうえ、普通建設事業費などの投資的経費も高く、

財政の硬直化がますます強まっている状況であり、今後も継続的に収支不足が生じ、

拡大していくことが見込まれます。 

    

平成２５年度決算について、町税収入は増額となり、徴収率も９５．１％と伸びま

した。※財政力指数は０.５９で、県内でも上位に位置付けられています。 

平成２６年度は、歳出面においては、西原南幼稚園新増改築事業や庁舎移転事業は

完了しましたが、西地区土地区画整理事業、町内各小中学校校舎等新増改築、沖縄一

括交付金事業など多額の経費を要する事業が引き続き進められていきます。さらに、

東部清掃施設組合の汚泥再生処理センター建設や南部広域行政組合の最終処分場建

設に伴う負担金も捻出しなければなりません。 

また、公債費のピークも今後控えており、常態的な国保財政の悪化や下水道特別会

計をはじめとする各特別会計への繰出金を考慮すると決して楽観視できず、平成２７

年度以降の予算編成についてはさらに厳しくなることが見込まれます。 

 

 本町では、少子高齢化、環境問題、新たな時代にふさわしい地域づくりや多様化す

る財政需要への対応、分権型社会の実現に向けた改革を推進していくため、計画的な

財政運営を図るという観点から、また、町財政に関する情報を幅広く提供し、財政運

営への理解を深めてもらうため、今後の歳入・歳出について一定の仮定の中で試算し

たものを「中期財政見通し」として策定し、公表しています。 

今回の推計では、これまでにない厳しい見通しとなっていることから、行政改革に

おいても、徹底したコスト意識のもと着実に実行に移していき、財政健全化へ向けた

取組を継続して進め、安定的な財政基盤を確立していきたいと考えています。 

 なお、この見通しは、現時点の要求額や計画に基づき作成しており、毎年修正し、

最新の状況を反映できるよう努めていますが、今後地方財政を取り巻く環境が変化し、

状況が大きく変わることも予想されますので、後年度の予算編成を拘束するものでは

ありません。 

 

※ 財政力の強弱を示すものであり、一般財源必要額に対して町税等の一般財源収入額がどの程度確

保されているかを測るもので、指数が高いほど余力がある団体となります。 
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【歳入歳出項目別に見る中期財政見通し】 

○「西原町一般会計中期財政見通し」（７ページ）をご参照ください。 

※平成 27 年度以降予定されている消費税等の税制改正については、影響が不透明なため、この試算

には含んでおりません。 

 

【試算内容、試算方法等】 

○ 平成２６年度は一般会計４号補正予算を基準として、繰越予算を含んだ決算見込

みとなっています。平成２７年度は予算要求額（査定前）、平成２８年度以降は、

２７年度を基準にし、実行計画等をもとに平成２９年度までを対象としています。 

 

【歳入】 

項目 内容 試算方法 

◎自主財源 

町税 町民税や固定資産税等 税務課収入見込試算表より 

繰入金 
主に基金を取り崩して歳入とした

もの 
年度毎の収支不足に合わせて設定 

その他 
使用料、負担金、財産収入、寄付

金、諸収入、繰越金 

平成 27 年度予算要求額で推移、又は過

去の実績に基づき算出 

◎依存財源 

地方交付税 
一定の行政サービスが行えるよう

国税の一部を地方に配分するもの 
平成 27 年度予算要求額で推移 

国庫支出金 国や県に納めた税金の一部が地方

へ交付するもの 
実行計画より見込んだ額 

県支出金 

町債 政府や銀行等からの借入金 
実行計画や他会計への繰出金より見込

んだ額 

その他 譲与税、交付金 平成 27 年度予算要求額で推移 

 

【歳出】 

項目 内容 試算方法 

◎義務的経費 

人件費 
議員、三役、職員等の給与や退職金

などの費用 

実行計画より、事業費支弁分の人件費を

控除 

扶助費 
生活保護、児童福祉、老人福祉、身

体障害者福祉等の費用 

対前年度比 4.3％の伸び率（過去 3 か年

平均）で見込んだ額 

公債費 借入金（借金）に対する返済費用 今後の償還額の推移より 

◎投資的経費 

普通建設事業 
道路・河川の改築、学校建設などの

事業費 
実行計画より見込んだ額 

災害復旧費 
暴風、洪水等で被害を受けた施設等

の復旧費用 
平成 27 年度予算要求額で推移 

◎その他の経費 
物件費、維持補修費、補助費、積

立金、出資金や貸付金、繰出金 

平成 27 年度予算要求額で推移、又は実

行計画より見込んだ額 
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【歳入歳入歳入歳入のののの見通見通見通見通しししし】】】】  

  

町税について、平成２５年度以降の税制改正や課税客体一斉調査による町県民税等

の影響もあり、増加傾向にあります。地方交付税について、平成２６年度は基準財政

収入額の増により大きく落ち込みましたが、今後は微減していく見込みです。歳入合

計は、庁舎等複合施設建設事業の完了により、平成２６年度以降においては一定程度

減少し、推移していくと見込んでいます。 

 

○ 自主財源（町税・繰入金・その他） 

町税については、増加していく見込みですが、自主財源は減少傾向が続いていきま

す。自主財源率は平成２６年度には４６.５％、平成２７年度には３６.６％、平成２

８年度には３３.８％と推移していきます。 

収支不足の対応の一つに、財政調整基金の取り崩しもあげられますが、他市町村に

比べ、格段に基金残高が少ないため、安易な取り崩しは避けなければなりません。 

 

○ 依存財源（地方交付税・国県支出金・町債・その他） 

国県支出金、町債については、普通建設事業をはじめとする各実行計画の影響で増

減がありますが、平成２６年度以降も、沖縄一括交付金事業に伴う建設事業や新規道

路事業により、高い傾向にあります。とりわけ、沖縄一括交付金事業に伴う県支出金

が、高水準を維持する形となっています。なお、町債残高は、平成２６年度で１１６

億、平成２７年度は１２０億、平成２８年度には１２４億円と、平成３３年度まで増

えていくことが予想されます。 
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【【【【歳出歳出歳出歳出のののの見通見通見通見通しししし】】】】    

 

扶助費、普通建設事業費、人件費、物件費、公債費、特別会計への繰出金が、今後

の財政運営に大きな影響を与えることが考えられます。 

平成２６年度以降の義務的経費の割合は、歳出総額の４０％以上と年々上昇してお

り、財政の硬直化がさらに進むことが予想されます。 

 

○ 義務的経費（人件費・扶助費・公債費） 

給与等の人件費については、平成２８年度に退職者が増えるため、その年度は急な

伸びとなっています。扶助費については、医療関係助成費等をはじめとする社会保障

費が増加傾向にあるため、平成２７年度以降も対前年比４.３％の伸び率を見込んで

います。平成２６年度の地域総合整備事業債の繰上償還を除き、これまで公債費は安

定して推移していましたが、平成２９年度以降は１１億円以上と高水準の状況が続い

ていきます。 

 

○ 投資的経費（普通建設事業費） 

道路事業や公共施設等の建設事業が主であり、平成２６年度で西原南幼稚園新増改

築事業は完了しますが、平成２７～２８年度は、坂田小学校校舎危険建物新増改築事

業の影響で増加しています。新規道路事業や西地区土地区画整理事業の増額など平成

２７年度も高水準を維持する見込みのうえ、今後の実行計画では、他の町内小中学校

校舎等の老朽化に伴う改築等の負担が大きくなっていくことが想定されます。 

 

○ その他の経費（物件費・維持補修費・補助費・積立金・投資及び出資金・貸付金・繰出金） 

 その他の経費では、新庁舎複合施設への移転の影響で平成２６年度の物件費が一時

的に増えましたが、平成２７年度以降は減少傾向にあります。ですが、国民健康保険

特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計

等への繰出金の影響も大きく、平成２６年度末見込みで１６億もの赤字を抱える国民

健康保険特別会計には、基準外繰出も行わなければなりません。 
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【【【【収支不足収支不足収支不足収支不足へのへのへのへの対応対応対応対応】】】】    

  

実行計画上、事業等を着実に実施するのであれば、今後も多額の収支不足が見込ま

れるため、この見通しをもとに、現在及び後年度の財政課題を把握し、財政運営の健

全性を確保するための対応策を検討していきます。 

 身の丈にあった財政運営を行うため、「選択と集中」の理念で真に必要な事業に財

源を集中し、無駄な経費の削減や税によりまかなうべきサービス水準のあり方の検討、

安定した歳入の確保に努めていきます。 

 

歳出 

○継続事業の縮減、延伸、休止、廃止 

 毎年、事務事業評価を行い、費用対効果の観点から、事業規模の縮減や延伸、休止、

廃止などを検討し、業務のスリム化にむけ、スクラップアンドビルドを進めていき

ます。 

また、新規事業においても緊急かつ効果性の高いものから実施していきます。 

  

○公共施設等の見直し及びアウトソ－シングの推進 

 公共施設等の老朽化や耐震性を考慮し長寿命化を図るなど、これを見直し、また公

共施設管理の民間委託など、民間活力の導入を検討します。 

 

○人件費の適正化 

 柔軟かつ効果的に職員を配置し、効率的な執行体制のもと、適正な人件費の算定を

行います。 

 

○補助金の縮減 

 各種団体等への補助金については、真に必要な補助対象経費の検証を進めていきま

す。 

 

○繰出金の縮減 

 事業の独立採算の考え方を原則に、一般会計同様、歳入の確保や歳出の削減に努め、

特別会計への繰出金の縮減を図っていきます。 

 

○経常的経費の抜本的見直し 

 経常的な事務経費に加え、公共施設の維持管理費など抜本的に見直していきます。 

  

歳入 

○町税等の徴収率向上による増収 

 課税客体の把握、滞納処分の実施により、高い徴収率を維持していますが、町税に

限らず、庁内での連携体制を強化し、さらなる徴収率の向上を目指します。 

 

○使用料や手数料等の検証 

 公平かつ公正な受益者負担となるよう、使用料や手数料等が適正かどうか検証して

いきます。 
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○資産の活用 

 上原棚原地区土地区画整理地内の町有地の売却をすすめ、自主財源の確保に取り組

みます。 

 

○ふるさと納税の増収 

 西原町を積極的にＰＲし、ふるさと納税の増収を目指します。 

 

○財政調整基金の取り崩し 

 年度間の財政調整や災害など、緊急時の支出に対応できる基金のため、毎年度取り

崩していますが、財政の自立、財政運営の持続可能性に備えて、一定規模の積立も

行っていきます。 

 

○町債の新規発行額の抑制 

 町債は、施設建設や道路・区画事業といった建設事業に発行でき、世代間の負担の

公平性や年度間の財政負担の平準化を図るための有効な手段でもありますが、過度

の発行は、後年度に負担を強いることになり、財政を圧迫する要因になるため、そ

の発行は慎重に行います。 

 



西原町中期財政見通西原町中期財政見通西原町中期財政見通西原町中期財政見通しししし（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計））））

【【【【歳入歳入歳入歳入】】】】 単位：百万円
年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 平成平成平成平成28282828年度年度年度年度 平成平成平成平成29292929年度年度年度年度

自主財源 6,133 4,440 4,291 4,335

町税 3,370 3,370 3,480 3,524

繰入金 833 0 0 0

その他 1,931 1,070 811 811

依存財源 7,057 7,706 8,411 7,093

地方交付税 2,008 1,823 1,823 1,823

国庫支出金 1,572 1,740 2,089 1,457

県支出金 2,376 2,558 2,622 2,439

（うち沖縄振興特別推進交付金） (453) (726) (596) (596)

町債 765 1,064 1,356 854

（うち臨時財政対策債） (485) (485) (481) (481)

その他 335 520 520 520

歳入合計 13,190 12,145 12,701 11,427

【【【【歳出歳出歳出歳出】】】】
年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 平成平成平成平成28282828年度年度年度年度 平成平成平成平成29292929年度年度年度年度

義務的経費 5,435 5,575 5,747 5,926

人件費 1,705 1,779 1,836 1,788

扶助費 2,564 2,754 2,873 2,996

公債費 1,167 1,042 1,039 1,142

投資的経費 1,769 2,585 2,775 1,365

普通建設事業（補助） 1,264 1,992 1,939 953普通建設事業（補助） 1,264 1,992 1,939 953

普通建設事業（単独） 505 593 837 412

災害復旧費 0 0 0 0

その他の経費 5,855 5,267 4,909 4,815

歳出合計 13,059 13,427 13,432 12,106

歳入合計歳入合計歳入合計歳入合計－－－－歳出合計歳出合計歳出合計歳出合計 131131131131 ▲ 1,282▲ 1,282▲ 1,282▲ 1,282 ▲ 731▲ 731▲ 731▲ 731 ▲ 678▲ 678▲ 678▲ 678

 基金残高 1,745 2,007 2,085 2,164

（うち財政調整基金） (1,516) (1,765) (1,840) (1,915)

（うち庁舎建設基金） (49) (49) (49) (49)

（うち土地開発基金） (58) (58) (58) (58)

（うち地域福祉基金） (33) (33) (33) (33)

（うち退職手当基金） (7) (7) (7) (7)

（うちその他基金） (82) (95) (98) (101)

道路整備       　 道路整備　      道路整備　     道路整備　     

庁舎移転 農水産物拠点施設　 農水産物拠点施設　 内間御殿整備　

坂田小学校校舎  内間御殿整備　 坂田小学校校舎　　 西原東小学校校舎

南幼稚園園舎　 坂田小学校校舎  西原東小学校校舎

＊四捨五入を行っているため、数値の合計等が合わない箇所があります。

主な事業
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