
－ 滋賀県の予算や財政の状況についてわかりやすく解説します －

私がご説明します。



『予算』や『財政』という言葉を聞くと、「なんだか難しそうだな…」と感じる方もおられるかもしれません
が、わかりやすくいうと、県民の皆さんに納めていただいた「税金の使いみち」のことです。

この資料は、県の「予算や財政の状況」を県民の皆さんにお伝えし、一緒に考えていただきたいとの思いから
作成しました。
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県では、県民や企業の皆さんに納めていただいた税金や、国から配分されるお金などを使って、
をしています。

次の年度の仕事を進める上で、まず、1年間に を見込むと
ともに、その を考えます。

この と言い、県民の皆さんの
代表である されます。

そして、１年間その が、例えば、景気が悪くなって、思っていたほ
ど税金が入ってこなかったり、災害が発生し、その対策をとる必要が生じるなど、当初の予算を変更
しなければならないことがあります。この場合、改めて県議会の議決を得て、

します。

こうして、１年間通して、
していきます。

その年度が終わり、
と言います。つまり

と言えます。

「予算」や「決算」という言葉をよく聞くけど、そも
そも、何のことなの？



令和４年度予算

国民健康保険事業や公債管理
のほか、各種の貸付等の事業
に関する10会計

令和４年度予算

福祉や教育、インフラ整備な
ど、県の基本的な事業に関す
る会計

令和４年度予算

モーターボート競走事業、琵
琶湖流域下水道事業、病院事
業、工業用水道事業、水道用
水供給事業の5会計

ここからは、「一般会計」を中心にご説明します。

県には、いろいろなお財布（会計）があると聞いたけ
ど、どういうこと？

県の会計（お財布）は、大きく分けると、 で、全部
合わせると、16 があります。
➀「 」は、県の基本的な事業に関する会計で、皆さんからの税金もここに入ります。
②「 」は、特定の事業や貸付金など、 につい
て、別に会計を設けているもので、県には市町振興資金貸付事業特別会計など あります。
③「 」は、民間企業と似た し、経営・資産等の状況の正確な把握、弾力的
な経営等を実現することを目的に設けているもので、県にはモーターボート競走事業会計など あ
ります。



県の収入は、「 」と「
」の２つに分かれます。

主なものは、次のとおりです。（金額は、令和４年度当初予算額［一般会計］です。）

●県税 1,768億円（全体の27.5％）
→ 県民や企業の皆さんに納めていただく税金で、県の収入の

中心です。

●財産収入 22億円（全体の0.3％）
→ 県の土地や建物を貸したり、売ったりした時の収入です。

●繰入金 213億円（全体の3.3％）
→ 県の預金（基金）を取り崩して活用するお金などです。

●諸収入 470億円（全体の7.3％）
→ 貸付金の返済や宝くじの収益、他から仕事を受託した時に

もらうお金などです。

●使用料・手数料 78億円（全体の1.2％）
→ 県の施設の利用料や運転免許証の交付手数料などです。

●地方交付税 1,310億円（全体の20.3％）
→ 日本全国どこでも同じ水準の公的サービスが受けられる

よう、税収の多い所と少ない所の収入の差を調整するため
に国から交付されるお金のことです。
国は一旦、国税としてお金を集め、その一部を「地方交

付税」として再配分します。

●国庫支出金 1,096億円（全体の17.0％）
→ 国が法律で定めた仕事や、全国的な事務にかかる経費の一

部を国が負担するもので、例えば、学校の先生の給料や、
道路をつくる時のお金などの一部に充てられます。

●県債 589億円（全体の9.1％）
→ 道路や学校などの県の施設をつくったり、直したりする

時に、銀行や国などから借りるお金のことです。
例えば、学校を建てる時、まとまったお金を調達するた

め、建てた学校はその後何年も使うので、借金の返済を通
じて、将来世代にも平等に負担してもらうため、という２
つの目的があります。

県の「収入」には、どんなものがあるの？



に見ると、次のようになります。（金額は令和４年度当初予算額［一般会計］です。）

議会費 12億円（0.2%）
県議会を運営します。

総務費 221億円（3.4%）
庁舎管理や税の徴収、人事管理

や市町の振興などを行います。

琵琶湖環境費 171億円（2.7%）
琵琶湖や環境に関すること、森林や自

然環境の保全などを行います。

健康医療福祉費 1,532億円（23.8%）
健康や医療、高齢者・障害者・子ども

などに関する福祉施策を行います。

商工観光労働費 425億円（6.6%）
中小企業の振興や企業誘致、観光振

興や雇用政策などを行います。

農政水産業費 178億円（2.8%）
農業・水産業の振興、生産基盤や農

村の生活環境の整備を行います。

土木交通費 584億円（9.1%）
道路や河川などの生活基盤の整備や

交通政策などを行います。

教育費 1,302億円（20.2%）
県立学校の運営、教員配置などを

行います。

予備費 １億円（0.0%）
予算では想定していなかった緊

急の支出に備えるものです。

諸支出金 645億円（10.0%）
市町への税交付金や地方消費税

の都道府県間の清算金などです。

公債費 788億円（12.2%）
県債（借金）の返済をします。

災害復旧費 9億円（0.1%）
災害で被害を受けた道路や河川

の復旧などを行います。

警察費 300億円（4.7%）
県民の安全を守るため、事件・事故

の防止など、警察活動を行います。

総合企画費 169億円（2.6%）
政策の総合調整、消費者行政、

防災対策などを行います。

文化スポーツ費 103億円（1.6%）
文化振興、文化財保護、スポーツ

振興などを行います。

県では、どんな仕事にお金を使っているの？



使っているお金を で見ると、
に分けられます。

人件費
1,690 
(26%)

扶助費
651 

(10%)

公債費
787

(12%)

一般行政費
1,972 
(31%)

貸付金
378 
(6%)

その他
166 

(2%)

義務的

経費

3,128 

（49%）

投資的

経費

796

(12%)

その他

の経費

2,516 

(39%)

R4当初予算

6,440億円

「義務的経費」は、

（→県職員や学校の先生、警察官の給料）

（→生活保護など法律で定められた支出）
（→借金の返済）

の３つがありますが、この
を占めているので、

。

また、「その他の経費」には、
や、 、

などがあります。

それぞれの使いみちで見たら、どんなものが多いのか
な？



どうして、毎年、お金（財源）が足りないの？

歳

入

歳

出

 6,244 

 6,440 

財源不足

県の予算をつくるとき、 状況が続いています。
としては、医療や介護など社会保障に関する経費や県職員（給料など）にかか

る経費のほか、これまでに発行した借金（県債）の返済などの避けられない経費に多くのお金が必要
であることがあげられます。

一方で、 、県税や地方交付税が増加していますが、必
要な経費をまかなえるまでにはなっていません。

このため、不足するお金（財源）については、預金 の取崩しや借金 などに
より対応しています。



医療や介護など県民の皆さんの は増加傾向にあり、
は、 していますが、これらは、支払うことが義務付けら

れているため、 です。
については、事業の優先度を考え、重点化を図ったり、実施時期を見直したりし

て、 に努めています。

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

323 332 
363 374 

393 
409 

422 430 433 443 444 461 462 

国民健康保険
関係

児童手当・
子ども手当関係

介護保険関係

後期高齢者
医療費関係

（億円）

社会保障関係費は年々増加傾向社会保障関係費は年々増加傾向

平15 平20 平30 令4

695
729 798

7875,492
5,057 5,303

6,440
（億円）

（支出総額）

うち
公債費

公債費は横ばいで推移

お財布（財政）が厳しいなら、県の支出をもっと減ら
したらいいんじゃないの？



家庭でも、毎月入ってくるお金の範囲で、やりくりを考えますよね。県も同じで、
しています。

イメージしやすいように、 と、次のようになります。
（令和４年度当初予算を10万分の１に圧縮して、 に例えています。）

このように、 しています。
また、預金残高に比べて、ローンがたくさん残っているので、 にあります。

給料 376万円

うち基本給（県税） 177万円

うち諸手当（地方交付税など） 199万円

公的助成（国庫支出金など） 137万円

預金の取崩し（繰入金） 21万円

銀行からの借入（県債） 59万円

親戚への貸付金の返済など（諸収入） 47万円

土地の売却収入など（財産収入） 2万円

その他の収入 2万円

合 計 644万円

収 入

生活費（人件費・物件費など） 211万円

医療・介護費（扶助費） 65万円

家族への仕送り（補助金・繰出金など） 166万円

家の修繕・増改築（投資的経費） 80万円

親戚の事業への貸付（貸付金） 38万円

ローンの返済（公債費） 79万円

預金（積立金） 5万円

合 計 644万円

支 出

預金残高（R4末基金残高見込） 71万円
ローン残高（R4末県債残高見込） 1,138万円

言葉が難しくて、よくわからないわね。
もう少しわかりやすく教えて！



と言いますが、大きくは次の２つに区分できます。

①足りない時などのやりくり に使うための預金
→ 県税収入の減少や、災害の発生など、 です。

②事前に使い道が決まっており、その の預金
→ 将来の施設の建設や琵琶湖の保全など、 です。

650

644
340

特定の目的に
使用するた
めの基金

財源調整の
ための基金

718億円

1,497億円

平成4年度末 平成21年度末 令和4年度末見込

706億円

財源調整のための基
金は、平成22年度以
降、一定は回復。

過去最高

特に「やりくり に使うため
の預金 」は、 や

などを考えると、
がありますが、この

しています。

今後においても、予算編成での活用（取
崩）が必要ですが、行政経営方針におい
て、 を定め、一定額の確保
に努めていきます。

預金を崩して、毎年使っていたら、そのうち無くなる
んじゃないの？



と言いますが、次の２つに区分できます。

県では、将来世代の負担を減らす
ため、

ように努めていますが、県民
の皆さんの安全・安心を守るための
公共事業や

しています。

6,866 7,492 6,232 
6,965 

1,744 4,562 
4,413 

1兆1,378億円国の立替分の県債残高
(臨時財政対策債)

通常の
県債残高

1兆794億円

6,866億円

平成10年度末 平成20年度末 令和4年度末見込

9,236億円

平成30年度末

①通常の借金
→ 主に道路工事などの や学校など建物を とするために

県債を発行するもので、 できます。
②国の立替分の借金 （→臨時財政対策債と言います。）

→ 平成13年度から国の制度が変わり、税収の不足などにより、国が「地方交付税」 （P.3参照）
として交付できない分は、 （県債を発行） することになりました。
この額（上限）は毎年国で決定されるため、

されます。

毎年、どんどん借金してたら、そのうち、返せなくな
るんじゃないの？



「県債」以外に、 という予算で、複数年度にわたる工事や損失補償など、将来の支
払いを伴う契約などを行う場合があります。
こうした契約に基づく後年度の支出については、任意に削減できない となることから、

と同様、 財政運営を行う必要があります。

0
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14～

481.3

33.4
27.6

93.3
造林公社債務引受

工事請負

指定管理料

その他

（億円）

令和5年度以降債務負担行為額
(債務保証など除く)

約1,624億円
（内訳）
工事請負 672.9
指定管理料 102.2
造林公社債務引受 337.0
その他 511.8

（年度）

635.6

とは
→ 予算は単一年度で完結するのが原則ですが、複数年度にわたる事業を行わなければならない場

合もあります。このような場合には、 を予算で決めておかな
ければなりません。これを といいます。

債務負担行為による支出見込額の状況（R5～R54)本県の には、道路・河
川等の工事や、施設の管理運営に関す
るもの（指定管理料）のほか、(一社)
滋賀県造林公社の債務の引き受けに関
するものなどがあり、これらの今後の
支出見込額の状況は左のグラフのとお
りです。

この他には、債務保証や損失補償な
ど支払いの額や時期が確定していない
ものもあります。

県には、借金である「県債」の他に、将来の負担にな
るようなものはないの？



県では、 や 、
など、今後も

そのため、今後、 したところ、令和5年度から
。
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財源不足額（累積）【左目盛】

財源不足額（毎年度）【右目盛】
県では、この財源不足に対して、

令和4年度中に策定予定の次期行政
経営方針の検討において、対応を検
討する予定です。

これから財政はどうなるのかな？



「 」を表すものとして、法律で「 」という指標が定められて
おり、毎年、前年度の決算に基づいて算定し、公表することになっています。

「健全化判断比率」の平成30年度～令和2年度の算定結果は、次のとおりです。

解 説 平成30年度 令和元年度 令和2年度

実 質 赤 字 比 率 財政規模に対して「一般会計などの赤
字」がどれだけあるか

－
（赤字なし）

－
（赤字なし）

－
（赤字なし）

連結実質赤字比率 財政規模に対して「県の全会計の赤
字」がどれだけあるか

－
（赤字なし）

－
（赤字なし）

－
（赤字なし）

実 質 公 債 費 比 率 財政規模に対して「1年間で支払った借
金の返済金など」がどれだけあるか
（3年間の平均値で計算します。）

11.6％

（全国平均10.9%）

10.9％

（全国平均10.5％）

10.5％

（全国平均10.2％）

解 説 平成30年度 令和元年度 令和2年度

将 来 負 担 比 率 財政規模に対して「借金の返済金や退
職手当など将来見込まれる負担総額」
がどれだけあるか

200.4％

（全国平均173.6%）

202.1％

（全国平均172.9）

201.7％

（全国平均171.3）

全国平均より比率が高く、
さらなる取り組みが必要

今の県の「財政」は健全といえるの？



これまでに整備した道路や学校などの 、 、 などは「 」と言います。
一方、施設を建設するために や職員の 、将来支払うことが決まっ

ている などを「 」と言い、 や
などを「 」と言います。

この関係を整理したものが「 」で、
、それが が分かります。

道路などのインフラ資産 7,376億円

施設などの行政サービス用資産 3,515億円

公社や三セクなどへの出資金等 653億円

貸付金 270億円

特定目的の基金等 499億円

現金や財政調整のための基金 422億円

その他 267億円

資 産 計 1兆3,002億円

県債（借金） 1兆1,082億円

将来支払うべき退職手当 1,182億円

その他 608億円

負 債 計 1兆2,872億円

固定資産等形成分 1兆2,874億円

不足分 ▲1兆2,744億円

純資産 計 130億円

負債及び純資産 計 1兆3,002億円

県には、借金がたくさんあるけど、資産として、預金
のほかに、道路や建物などの財産もいっぱいあるよ
ね。全体で見るとどうなっているの？



滋賀県の財政に関するお問い合わせやご意見は
滋賀県総務部財政課 まで

ＴＥＬ 077-528-3187（直通）
E-mail be00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県の財政・予算に関して詳しく知りたいときは

滋賀県ホームページ https://www.pref.shiga.lg.jp

• 財政・予算に関しては 県政情報 → 財政・予算・会計 → 予算・財政

• 行財政改革に関しては 県政情報 → 県政運営・行政改革 → 行財政改革・政策評価

をご覧ください。


