
 

 
 

平成１８年２月３日 

 

 
今冬の豪雪に係る特別交付税（３月 
交付分）の繰上げ交付   

 

１  今冬の豪雪により多大な被害を受けた地方公共団体の資金需要に対応する

ため、３月に交付すべき特別交付税の一部を繰上げて交付します。 

     なお、繰上げて交付した額は、３月分の特別交付税交付額から控除します。 

 

２ 繰上げ交付対象団体    ２９市４２町１４村  計８５団体  

  

（要件）①災害救助法適用団体 

               ②１月上旬の積雪積算値が平年の２倍以上、かつ、3,000cm・

day 以上(※) 

                      ※特別豪雪地帯の指定要件(通年で 15,000cm・day 以上）を参考に設定 

 

３ 繰上げ交付額       ７，８７５百万円 

 

（算定方法）除排雪対策に要する経費のうち普通交付税措置額を 

上回る額を基礎に算定 

 

４ 今後の予定 

 

繰上げ交付決定日     平成１８年２月７日（火） 

                

繰上げ交付日       平成１８年２月９日（木） 

 

５ その他 

   除排雪対策に要する経費については、 

２月下旬まで調査を行い、できる限り実 

態を踏まえて３月分の特別交付税の算定 

を行います。 
 

自治財政局財政課  出口、小鍋、 

          引馬、岸 

 TEL 03-5253-5111（代表） 

                （内線 3327） 

TEL 03-5253-5612（直通） 

   FAX 03-5253-5615 



（単位：百万円）

都道府県 市町村 繰上交付額 都道府県 市町村 繰上交付額

北海道 石狩市 98 富山県 富山市 276

北海道 寿都町 74 富山県 南砺市 58

北海道 黒松内町 10 富山県 宇奈月町 31

北海道 蘭越町 76 石川県 珠洲市 42

北海道 ニセコ町 11 福井県 福井市 491

北海道 共和町 25 福井県 大野市 312

北海道 神恵内村 25 福井県 勝山市 297

北海道 積丹町 25 福井県 鯖江市 145

北海道 古平町 26 福井県 永平寺町 10

北海道 仁木町 10 福井県 上志比村 10

北海道 余市町 58 福井県 丸岡町 10

北海道 赤井川村 10 福井県 池田町 40

青森県 岩木町 10 長野県 飯山市 104

岩手県 西和賀町 13 長野県 白馬村 63

秋田県 東成瀬村 10 長野県 小谷村 78

山形県 米沢市 343 長野県 山ノ内町 72

山形県 尾花沢市 130 長野県 木島平村 19

山形県 山辺町 21 長野県 野沢温泉村 22

山形県 河北町 18 長野県 信濃町 42

山形県 大石田町 34 長野県 栄村 11

山形県 最上町 11 岐阜県 高山市 564

山形県 舟形町 31 岐阜県 飛騨市 197

山形県 戸沢村 10 岐阜県 本巣市 10

山形県 川西町 11 岐阜県 郡上市 323

山形県 小国町 91 岐阜県 揖斐川町 51

山形県 飯豊町 16 岐阜県 白川村 67

福島県 喜多方市 57 滋賀県 余呉町 10

福島県 田島町 10 京都府 京丹後市 34

福島県 伊南村 10 京都府 野田川町 29

福島県 南郷村 10 兵庫県 豊岡市 75

福島県 只見町 13 兵庫県 養父市 17

福島県 金山町 18 兵庫県 宍粟市 31

福島県 昭和村 13 兵庫県 香美町 45

群馬県 みなかみ町 29 兵庫県 新温泉町 29

新潟県 長岡市 301 鳥取県 若桜町 10

新潟県 柏崎市 64 鳥取県 日野町 10

新潟県 小千谷市 76 島根県 飯南町 10

新潟県 十日町市 702 広島県 庄原市 19

新潟県 妙高市 497 広島県 北広島町 59

新潟県 上越市 532 85団体 7,875

新潟県 魚沼市 371

新潟県 南魚沼市 141

新潟県 川口町 46

新潟県 湯沢町 29

新潟県 津南町 17

新潟県 山北町 19



（参考）

過去の特別交付税の繰上交付の例

○ 昭和５１年度

山形県酒田市の大火災

【繰上交付年月日】昭和 年 月 日51 11 15

【 繰 上 交 付 金 額 】 百万円41

【 繰 上 交 付 対 象 】山形県酒田市

○ 平 成 ６ 年 度

阪神・淡路大震災、三陸はるか沖地震

【繰上交付年月日】平成７年２月６日

【 繰 上 交 付 金 額 】 百万円15,632

【 繰 上 交 付 対 象 】大阪府、兵庫県

青森県１団体、大阪府５団体、兵庫県 団体20

※ 豪雪による特別交付税の繰上交付は今回が初めて。


