
平成２６年度地方財政対策等の概要（公営企業関係） 

平 成 ２ ６ 年 １ 月 

総務省自治財政局 

１ 平成 26 年度の公営企業繰出金及び地方債計画の概要（通常収支分） 

(1) 公営企業繰出金 

平成 26 年度の地方財政対策において、公営企業繰出金については、地方公

営企業の経営基盤の強化、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連

した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじ

めとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担

区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこと

とし、総額２兆 5,600 億円程度（前年度の２兆 5,753 億円に比べ約 0.5％の

減）を確保している。 

このうち、企業債償還費普通会計負担分は１兆 6,100 億円程度（前年度の

１兆 6,376 億円に比べ約 1.5％の減）となっている。 

 事業別には、下水道事業１兆 5,200 億円程度（対前年度比約 1.1％の減）、

病院事業 7,300 億円程度（対前年度比約 0.5％の増）、上水道事業 900 億円程

度（対前年度比約 2.0％の増）、交通事業 700 億円程度（対前年度比約 5.3％

の減）等となっている。 

  平成 26 年度の事業別の新規施策等としては、公立病院改革の推進及び上水

道事業における水道管路の耐震化の推進のための所要の地方財政措置を講

じることとしている（詳細については後述参照）。 

(2) 地方債計画 

① 公営企業債の所要額の確保

平成 26 年度における地方公営企業に対する地方債措置については、上・

下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に

推進することとし、事業の実施状況等を踏まえ、所要額を確保している。 

平成 26 年度の地方債計画の総額は 12 兆 8,301 億円で、対前年度比 5,407

億円、4.0％の減となっており、このうち公営企業債等の公営企業会計等分

の合計額は２兆 2,731 億円で、対前年度比 540 億円、2.4％の増となってい

る。 
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    事業別には、下水道事業１兆 1,093 億円（対前年度比 5.8％の減）、水道

事業 3,987億円（対前年度比 9.7％の増）、病院事業・介護サービス事業 4,123

億円（対前年度比 20.1％の増）、交通事業 1,789 億円（対前年度比 5.9％の

減）等となっている。 

平成 26 年度の事業別の新規施策等としては、水道施設等に限定されてい

た施設処分に要する経費の財源に充てるための公営企業債の発行を認める

取扱いを全ての事業区分に広げることとしている（詳細については後述参

照）。 

 

  ② 公営企業債資金の確保 
 

    公営企業債分２兆 3,668 億円の資金内訳は、財政融資資金 7,439 億円（対

前年度比 211 億円、2.9％の増、構成比 31.4％）、地方公共団体金融機構資

金 7,184 億円（対前年度比 333 億円、4.4％の減、構成比 30.4％）、民間等

資金 9,045 億円（対前年度比 620 億円、7.4％の増、構成比 38.2％）とな

っている。 

 

 

２ 新規施策等の概要 
 

 (1) 政策課題に対する取組等 
 

  ① 公立病院改革の推進に対する措置        【別紙１】 
 

    「公立病院改革ガイドライン」（平成 19 年 12 月 24 日付け総務省自治財

政局長通知）を踏まえ、関係地方公共団体が策定した「公立病院改革プラ

ン」に基づく再編等を推進するため、当該取組みが平成 25 年度までに完了

せず、平成 26 年度以降に継続する場合には、引き続き、所要の地方財政措

置を講じることとしている。 
 

     平成 26 年度公営企業繰出金         １９０億円程度 

 

② 水道管路の耐震化の推進に対する措置      【別紙２】 
 

上水道事業については、末端給水事業者が実施する水道管路の耐震化を

推進するため、引き続き、所要の地方財政措置を講じることとしている。 
 

平成 26 年度公営企業繰出金          ７０億円程度 
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③ 公営企業の用途廃止施設の処分に要する経費に係る地方債の取扱い 

【別紙３】 
 

平成 26 年度地方債計画計上額        １２０億円 

 

 (2) 臨時的な対応 
 

① 水道事業のうち簡易水道事業に係る臨時的な対応 
 

  現下の厳しい地方財政の状況等を踏まえ、水道事業のうち簡易水道事業

について、前年度に引き続き、事業年度における一般会計からの繰出しを

臨時的に水道事業債（簡易水道事業分）に振り替える。 
 

  平成 26 年度水道事業債振替額         ５５億円 

 

② 下水道事業に係る臨時的な対応 
 

  現下の厳しい地方財政の状況等を踏まえ、流域下水道、小規模集合排水

処理施設及び個別排水処理施設について、前年度に引き続き、事業年度に

おける一般会計からの繰出しを臨時的に下水道事業債に振り替える。 
 

   平成 26 年度下水道事業債振替額       ２４４億円 

 

 

３ 平成 26 年度の公営企業繰出金及び地方債計画の概要（東日本大震災分） 

 

(1) 公営企業繰出金 
 

   東日本大震災の復旧・復興事業については、通常収支とは別枠で整理し、

所要の事業費及び財源を確保することとされている。 

   公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計へ

の繰出基準の特例を設け、当該繰出金についてはその全額を震災復興特別交

付税により措置している。 

 

 (2) 地方債計画 
 

  ① 公営企業債の所要額の確保 
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    東日本大震災の復旧・復興事業、全国防災事業については、通常収支と

はそれぞれ別枠で整理し、所要額を確保している。 

    復旧・復興事業に係る地方債計画の総額は 543 億円となっており、この

うち公営企業債等の公営企業会計等分の合計額は 88 億円となっている。 

    事業別には、水道事業 2 億円、病院事業・介護サービス事業 5 億円、市

場事業・と畜場事業 4 億円、下水道事業 20 億円等となっている。 

 

  ② 公営企業債資金の確保 
 

    復旧・復興事業に係る公営企業会計等分 88 億円の資金内訳は、財政融資

資金 50 億円、地方公共団体金融機構資金 38 億円となっている。 

 

③ 被災施設借換債の確保 
 

旧公営企業金融公庫資金（地方公共団体金融機構資金も含む。）によって

取得した施設が被災により滅失し繰上償還（補償金が課されない強制繰上

償還）を行う場合、地方公共団体金融機構資金により、借換債を発行でき

る。 

なお、地方債計画に被災施設借換債 15 億円を計上している。 
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公立病院改革の推進 

１ 財政措置の継続

  「公立病院改革ガイドライン」（平成19年12月24日付け総務省自治財政局長通

知）を踏まえ、関係地方公共団体が策定した「公立病院改革プラン」に基づく取組

みに対し、平成25年度まで一般会計出資債等の財政措置を行ってきた。 

 当該財政措置について、上記取組みが平成25年度までに完了せず、平成26年

度以降に継続する場合には、現行と同様の財政措置を講じる。 

２ 今後の取組み

  厚生労働省と連携をとりつつ、「持続可能な社会保障制度の確立を図るため

の改革の推進に関する法律」（平成25年法律第112号）に盛り込まれている地域

の医療提供体制の構想（地域医療ビジョン）に係る取組みの時期を踏まえ、これ

と一体的・整合的に公立病院改革を進めることが可能となるよう、新たなガイドラ

インを平成26年度中を目途に示す。 

【財政措置の主な内容】 

○ 公立病院等（公的病院を含む。）の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備に際し、通常の

医療機能整備に比して割高となる経費の１／２以内について、一般会計からの出資を行う場合、 

病院事業債（一般会計出資債）を措置するとともに、その元利償還金の１／２について普通交付税 

措置 

○ 再編・ネットワーク化に伴う公立病院の医療提供体制の見直しにより不要となる病棟等施設の除

却等に要する経費の財源に充てるため、一般会計から病院事業会計に対して行う繰出金等の額 

の１／２を特別交付税措置 

○ 改革プランに基づく公立病院の医療提供体制の見直しにより、病床数の実質的な削減が行わ

れた場合にあっては、削減を行った年度を初年度とする５年間の病床数について、当該削減を行 

う前の病床数を有するものとみなして普通交付税措置 

【別紙１】

（参考）

平成26年度地方財政計画計上額   190億円程度 
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【別紙２】 

上水道安全対策（水道管路耐震化）【延長】 

 水道事業者（末端給水事業者）が実施する水道管路耐震化事業について、水道管の耐震化を

促進するため、平成 26年度以降も現行制度を延長することとし、当該事業費のうち、通常事業

費（平成 22～24年度の事業費の平均）に上積みして実施する事業費の一部について、所要の地

方財政措置を講じる。 

１．背景等 

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害に強い安全なまちづくりの一環として、平成７年

度から上水道安全対策事業を創設し、水道施設の災害対策の推進を図ってきた。その後、累

次の見直しを行う中で、新潟県中越沖地震等の大地震が頻発したことを受け、平成 21年度か

ら平成 25年度までの間において、耐震化を早急に実施するため、上水道安全対策事業の拡充

（水道管路耐震化事業の追加）を行った。 

さらに、東日本大震災を踏まえ、公共施設の耐震化の必要性が改めて認識されたところで

あり、もっとも基礎的なライフラインである水道施設の耐震化は重要であるものの、現在、

全国の水道管の耐震化は必ずしも進んでいるとは言えない状況にある。 

このため、平成 26年度以降も現行の財政措置を延長することにより、水道管の耐震化を引

き続き推進する必要がある。 

２．施策の概要及び財政措置 

【対象事業】 

地震防災対策特別措置法（平成７年法律第 111号）第２条の地区(人口及び産業の集積

等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、地震により著しい被害が

生じるおそれがあると認められる地区）を給水区域に含む水道事業者（末端給水事業者）

が実施する、水道管路（鋳鉄管、コンクリート管、塩化ビニル管及び石綿セメント管に

限る。）の耐震化事業（ただし、平成 26年度から平成 30年度までの間に限る。） 

【財政措置】 

○上記事業に対して、事業費（当該施設の建設改良に係る国庫補助金等の企業債以外の

特定財源を除く。）のうち、通常事業費（平成 22～24年度の事業費の平均）に上積み

して実施する事業費の一定割合を限度として、一般会計出資の対象とする。

（参考） 

平成２６年度地方財政計画計上額   ７０億円程度 
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【別紙３】
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