
 1

石川県議会議員

室谷ひろゆき

県 議 が 作 っ た

石川の財政〈第8号〉
【 2017 年 度 当 初 予 算 に つ い て 】
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○ 石川県の収入（歳入）は、どれくらい？

歳入は、
石川県の2017年度当初予算歳入について

5321億2400万円  （対前年比マイナス476億600万円）

県税

地方交付税

県債
国庫支出金

諸収入

地方消費税清算金

地方譲与税

繰入金

使用料及び手数料

その他
石川県の歳入内訳

1411億円：26.5％

1236億円：23.2％

497億1714万3000円：9.3％

747億3800万円：14％

424億円：8％

529億801万6000円：9.9％

206億1000万円：3.9％

148億6195万9000円：2.8％

79億7654万円：1.5％

42億1234万2000円：.0.79％
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○ 必要とするお金はどのようにまかなっているの？

財源の調達先（４大財源）

1 県税～（自前＝県民から） 財政力の強い県は県税の比重が高いのですが・・・

2

・ 自治体によって、地方税の収入の比率はまちまちです。

・

・ 自治体自らの裁量で、自由に使える一般財源です。

3 県債（借金）

・自治体財政では、借金も財源とされます。

この点が、私たちの庶民感覚では、理解しにくい点です。
県債は自治体が、施設や道路などの建設のための財源として調達されるものです。

《自治体が赤字になったからと、起債（借金）をすることは原則としては出来ません。》

4 国庫支出金　（国から）

・地方交付税とは異なり使途が決まっています。

地方交付税（国から)

地方税収入が乏しい地域では県税だけで行政サービスを行うことは難しいです。そこで、ど
の地域においても、一定の行政サービスを提供できるよう自治体ごとの財政力の格差を解消
するため国から地方にまわるお金のことをいいます。

　役　割

　特　徴　
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2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017

（決算値） （決算見込み） （当初予算） （当初予算）

　2014

石川県の財源調達先の推移（ 4大財源）

県税

地方交付税

県債

国庫支出金1000億円

1500億円
1411億円

1236億円

747億3800万円

529億801万6000円
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石川県の財政状況

石 川 県  →

その結果 →

その一方 → 積極的に公共投資を行った結果、その財源である県債の発行額も多くなりました。

このため県債残高はとても大きくなり、石川県財政の大きな圧迫要因となっています。

県民一人あたりの県債残高

そ こ で  →

バブル経済が崩壊した1992年度以降、国の経済対策に呼応し積極的に社会資本の整備
に取り組んできました。

交通ネットワークや文化・教育施設の整備などが進み、北陸新幹線金沢開業後の県内の
景気好調に大きく貢献しました。

又、国の財源不足のため、地方交付税に代わり2001年度から発行することになった臨時財
政対策債の多額の発行が続いています。

1991年度 2015年度

27万6707円 105万4890円　↗

県としては、繰上償還（2016年度30億円）などを行い、将来の財政負担の軽減につとめて
います。

又、通常債の残高を2003年度以来、前年度以下に抑制し続け財政健全化へ向けたとりく
みを推進している最中です。

更に、近年、県内の.高齢化が急速に進む中、毎年20～40億円ペースで社会保障関係経
費が増加し続けていることも石川県財政の大きな課題であり、なお一層、お金の使い方が
重要となってきています。
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教育費

公債費（借金返済）

健康福祉費

総務費

土木費

商工労働費

農林水産業費

警察費

企画振興費

県民文化スポーツ費

災害復旧費

観光費

生活環境費
議会費

石川県はどこにお金を使っているか（県の目的別歳出）

1025億8950万5000円：19.3％

955億4901万2000円：18％

241億4580万2000円：4.5％

301億8728万4000円：5.7％

355億7389万7000円：6.7％

560億5162万2000円：10.5％

692億7881万円：13％

836億6602万3000円：15.7％

206億5883万4000円：3.9％

予備費：0.0％
：0.2％
：0.4％

：0.5％

：0.7％

：0.9％
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2014 2015 2016 2017

○　主な目的別歳出推移（当初予算値）
教育費
公債費（借金返
済）
健康福祉費
総務費
土木費
商工労働費
農林水産業費
警察費

1025億8950万円

955億4901万円

836億6602万円

355億7389万円

560億5162万円

600億円

1000億円

301億8728万円

692億7881万円

241億4580万円
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東日本大震災などをふまえて、県民の安全・安心の確保のため、災害予防対策の充実強化

・ 北陸新幹線金沢・敦賀間の早期完成、開業、
そして、次なる大阪までのフル規格による早期全線整備

・

・東京国立近代美術館工芸館移転整備

・小松空港の活性化

新幹線開業によって、航空をとりまく環境が激変・・・小松～羽田便の利用者の大幅減

・

・

・

○　新年度《2017年4月～）当初予算の主なとりくみ！

自助（県民自ら）、共助（地域による助け合い）からなる地域防災力のさらなる向上と公助（行政）の機
能強化にとりくむ。

県民一斉防災訓練、防災士の育成（今年度中に1町会1人の目標を達成）、質の向上、市町の避難勧
告発令等に対する支援と、消防団の活性化と消防力の整備充実などにとりくむ。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催効果の石川県への波及に向けたとりくみ推進

2014年174万9661人が2015年には112万4107人と減少した

国内線、国際線（香港チャーター便の運航など）のネットワーク充実やビジネス・観光両面
からの利用促進、国際物流拠点化の推進にとりくむ。

石川県への移住・定住の促進　［いしかわ移住パスポートの創設（5月）］

新県立図書館の整備（金沢大学工学部跡地に移転・建替予定)



 9

・少子化対策の推進
「結婚に対する支援」「妊娠・出産に対する支援」

「仕事と生活の調和を推進」など

・ 高齢化対策の推進
健康寿命のさらなる延伸へ（運動の習慣化、適正な食生活等の施策充実）

・ 「介護・福祉人材確保・養成基本計画」に基づいた学卒就職者、他分野からの就業促進、
潜在介護・福祉人材の再就業促進及び就業者の定着促進を進める。

・

・

・野生鳥獣による被害防止対策・・・・ 捕獲従事者の確保・育成、里山保全など

・
「省エネ節電アクションプラン」の一層の充実、強化

・

・戦略的企業誘致の推進

（石川県：自然災害が少ない、安価な電気料金、交通インフラの充実などを活かしてとりくみ続ける）

・次世代産業の創造、新技術・新商品開発支援、販路開拓支援等

「子育てに対する、特に経済的負担の軽減による第2子をもつことの後押し」

県立中央病院の建替え→2018年1月の開院を目指す。（６３０床、１０階建て、総工費４３０億円）

ドクターヘリ；2018年秋、運行開始に向け準備

地球温暖化防止対策として、本県独自のとりくみである「いしかわ版環境ISO」における

県水送水管の耐震化(２０１６年度未、施行済：約５５㎞／全体計画は、132㎞）
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炭素繊維などの革新複合素材やライフサイエンス分野などの推進、伝統的工芸品産業の振興

・

⇒

・

・ 県内の観光魅力の発掘、磨き上げ

・
キャンペーンの展開

・
・ 「石川ファン」の拡大を図るための「おもてなし」の向上

・海外誘客の促進、受け入れ環境の充実
・ アフタースキー（豪州）、スポーツ・レジャー（台湾・韓国）、教育旅行（台湾・中国）

体験型（シンガポール）など国別誘致や外国語メニューの導入支援など。

・農林水産業の強化
担い手の不足、深刻な高齢化、人口減少による国内市場の縮小に対応するため
⇒ コマツ、トヨタ等との連携による低コスト生産システムなどの実証・普及、ニーズの変化に

対応した生産・販路の拡大と、海外展開などにとりくむ。
いしかわ耕稼塾による農業人材育成の強化
いしかわ農業参入支援ファンドによる経営支援

わかしお塾による漁業人材の確保・育成、漁港施設の整備など。

IoTを活用した新製品開発・経営の効率化

学生の県内就職・UIターン就職の促進

2016年卒業した県内学生の県内企業就職率49.9％→とても低い現状

情報発信の強化、合同企業説明会、若手社員との交流会、ILACの運営
県内高等教育機関と連携した地元就職の促進etcに、とりくむ。

金沢港発着クルーズの利用促進　 （本年は54本、約5万人以上が利用予定）

北陸新幹線を活用した新たなゴールデンルートの普及、JR・北陸3県連携による通年誘客

MICE（参加人数14万9609人、2015年度）及び教育旅行の誘致推進
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・

○

2013 2014 2015 2016

認知件数

検挙率

○ 「気をつけて！」⇒特殊詐欺（昨年度の石川県）

区　　分 被害件数 被害額

オレオレ詐欺 県警察は、
架空請求詐欺 県民の生活を脅かす犯罪の
融資保証金下詐欺 徹底検挙に向けて

還付金等詐欺 迅速・的確な捜査を推進する。
その他

計

○ 交通死亡事故等の抑止と円滑な交通環境の実現へ

・・・・・・「スピード出しすぎ・居眠り注意」・・・・・・・

2012 2013 2014 2015 2016

発生件数 5156 4639 4074 3791 3535

死亡数

安全で安心して暮らせる石川の実現へ⇒県警察として、犯罪の抑止、検挙にとりくみつづける。

2016年；犯罪概要（県内全刑法犯）

17770件 7494件↘ 7585件↗ 6202件↘

37.5％ 40.9％ 41.7％ 43.3％

38件 7279万円

55件 2億2445万円

6件 395万円

38件 3560万円

5件 4076万円

142件 3億7756万円

＊142件中79件検挙しました。

44人 61人 55人 46人 48人
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・防災、減災基盤の充実強化

→

公共土木施策の適切な維持管理（補修による長寿命化） など

・信頼される質の高い学校づくり
教員の指導力向上、教育環境の整備充実、学校施設の老朽化対策、修学支援の充実
親学び講座の開催、学校、家庭・地域が連携し社会全体で教育力向上を図る。

など

※県政に対するご意見をお聞かせください！ （討議資料）

＊過去のすべての議会だよりは、私のホームページでみられるようにしてあります。

県議会  金沢市鞍月１－１
住　所

FAX   0761-76-9390

頻発する集中豪雨による水害や土砂災害などを踏まえて道路や河川、砂防施設等の防災対策
の強化及びインフラの老朽化対策の推進

治水対策（石川県→低い河川整備率44.7％。そこで、限られた財源の中、重点整備河川
を定め、浸水被害解消に集中的にとりくむ→加賀地区では動橋川）

いじめ・不登校等へのとりくみ（スクールカウンセラー等専門スタッフの配置によるカ
ウンセリングの強化）

各地区5人以上集まれば、室谷が出かけて行ってミニ県政報告会を開催します。

お気軽にお申し込みください！

県議が作った石川の財政8号 (2017年春）
TEL　 076-225-1027㈹

加賀市山代温泉14の67 TEL　 0761-77-7839
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