
 
 

令和元年１０月１８日 

 

令和元年台風第１９号による被害に係る 
普通交付税（１１月定例交付分）の繰上げ交付 

 

総務省は、令和元年台風第１９号により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、地

方交付税法第１６条第２項の規定に基づき、１１月に定例交付すべき普通交付税の一部

を繰り上げて交付することとしました。 

 

 

１ 対象団体   ７９団体（５０市２２町７村） 

岩手県   ９団体（３市４町２村） 

宮城県  １７団体（９市７町１村） 

福島県  １６団体（１０市５町１村） 

茨城県   ４団体（４市） 

栃木県   ５団体（５市） 

群馬県   ５団体（１市３町１村） 

埼玉県   ４団体（３市１町） 

東京都   ３団体（３市） 

神奈川県 ３団体（２市１町） 

新潟県   ３団体（３市） 

長野県   ９団体（７市２村） 

静岡県   １団体（１町） 

 

２ 繰上げ交付額 

３０，９８４百万円 

 

３ 日程 

令和元年１０月１８日（金） 交付決定 

令和元年１０月２１日（月） 現金交付 

 

※繰上げ交付額の団体別内訳は、別紙のとおり 
 

＜参考＞ 

・ 普通交付税の定例の交付時期は、４月、６月、９月及び１１月(地方交付税法第１６条第１項) 

・ 普通交付税の繰上げ交付は、災害により多大な被害を受けた地方公共団体における資金繰りを

円滑にするために、定例の交付時期を繰り上げて交付するもの 

・ １１月定例交付額の３０％を交付 

自治財政局財政課 安藤、眞貝、髙口 

TEL 03-5253-5111（代表） 

TEL 03-5253-5612（直通） 

      FAX 03-5253-5615 



 

  （別紙） 

令和元年台風第１９号による被害に係る 

普通交付税（１１月定例交付分）の繰上げ交付額（団体別内訳） 

【単位：百万円】 
＜岩手県＞ （３市４町２村）  ＜茨城県＞ （４市）  ＜長野県＞ （７市２村） 

団体名 繰上げ交付額   団体名 繰上げ交付額  団体名 繰上げ交付額 
宮古市 ６７１  水戸市 ５０５  長野市 １，４０６ 
久慈市 ４１２  結城市 １５０  上田市 １，００１ 
釜石市 ２７５  常総市 ２３８  諏訪市 １６０ 
住田町 １７４  ひたちなか市 ７０  須坂市 ２９９ 

大槌町 １８８  合 計 ９６３  飯山市 ３４７ 
山田町 ２１１      佐久市 ８４０ 
岩泉町 ３４９   ＜栃木県＞ （５市）  千曲市 ４７４ 

田野畑村 １２４  団体名 繰上げ交付額  青木村 １０５ 
野田村 １１２  宇都宮市 １７７  野沢温泉村 １２９ 

合 計 ２，５１６  足利市 ４０９  合 計 ４，７６１ 
    栃木市 ５４７    

＜宮城県＞ （９市７町１村）  佐野市 ４２８  ＜静岡県＞ （１町） 
団体名 繰上げ交付額  矢板市 １４４  団体名 繰上げ交付額 

仙台市 １，５２７  合 計 １，７０５  函南町 ８３ 

石巻市 １，１４８      合 計 ８３ 
塩竈市 ３９３  ＜群馬県＞ （１市３町１村）    

気仙沼市 ６６８  団体名 繰上げ交付額    

白石市 ２９８  前橋市 ９２６    

角田市 ２３６  上野村 ４    

岩沼市 １１３  神流町 ９７    

登米市 １，１１２  下仁田町 １６５    

大崎市 １，１６３  甘楽町 １２０    

大河原町 １１２  合 計 １，３１２    

村田町 １３６        

柴田町 １７９  ＜埼玉県＞ （３市１町）    

丸森町 ２３０  団体名 繰上げ交付額    

大衡村 ３５  秩父市 ４８８    

色麻町 １３８  東松山市 １２４    

加美町 ３６１  入間市 １２４    

涌谷町 １８５  吉見町 ９３    

合 計 ８，０３４  合 計 ８２９    

          

＜福島県＞ （１０市５町１村）  ＜東京都＞ （３市）    

団体名 繰上げ交付額  団体名 繰上げ交付額    

福島市 ７７４  八王子市 ４２６    

郡山市 ５５６  町田市 １３８    

いわき市 ９４５  あきる野市 ２９０    

白河市 ３６１  合 計 ８５４    

須賀川市 ５０４        

相馬市 １６２  ＜神奈川県＞ （２市１町）    

田村市 ５７４  団体名 繰上げ交付額    

南相馬市 ３４０  相模原市 １，３９０    

伊達市 ６５４  座間市 １８５    

本宮市 １５８  湯河原町 ９８    

桑折町 １１６  合 計 １，６７３    

川俣町 １７２        

下郷町 １２５  ＜新潟県＞ （３市）    

塙町 １６６  団体名 繰上げ交付額    

平田村 １３４  糸魚川市 ５１７    

三春町 １６７  妙高市 ４４４    

合 計 ５，９０８  上越市 １，３８５    
   合 計 ２，３４６    

 


