
沖縄県企画部
地域・離島課辺地対策事業債の概要

辺地対策事業債は、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を
図るため、公共的施設等の整備を行う事業の財源として特別に発効が認められた地方債（市町村が
行う借り入れ）である。

対象事業

財政上の優遇措置

国庫補助（80%)

充当率は原則100% (公営債対象 50%)
元利償還金の80%は、普通交付税の基準財政需要額
に算入される。
(他の地方債より高率である）

【国庫補助事業】※一括交付金の場合

辺地債(20%)

普通交付税措置
（辺地債のうち80%)

実質的な市町村負担(辺
地債のうち20%、事業

費の4％)

【地方単独事業】

辺地債(100%)

普通交付税措置
（80%)

実質的な市町村負
担(20%)

○産業振興施設等
農林業、地場産業、観光関連施設 等

○交通通信施設等
市町村道、農林道、電気通信施設 等

○厚生施設等
消防施設、保育所、老人福祉施設 等

○教育文化施設
公立小中学校教員住宅、体育施設、公民館 等

辺地の要件

役場、医療機関、小中学校等までの距離が遠く、交
通条件や自然的条件等に恵まれない山間地、離島な
どのへんぴな地域

沖縄県で辺地を有する市町村 ２２市町村
（市町村内の字等を区域とする）

※辺地総合整備計画に基づき実施
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沖縄県企画部
地域・離島課過疎対策事業債の概要

過疎対策事業債は、人口の減少により、その地域における教育、医療、防災などの基礎的な生活条件の確
保に支障をきたすようになるとともに、産業の担い手不足といった生産機能の維持が困難な地域において、
総合的かつ計画的な対策を実施するため、過疎地域の市町村が行う事業の財源として、特別に発効が認めら
れた地方債（市町村が行う借り入れ）である。

○産業振興施設等
農林業、地場産業、観光関連施設、漁港施設
港湾施設、３セクへの出資 等
○交通通信施設等
市町村道、農林道、電気通信施設 等
○厚生施設等
消防施設、保育所、老人福祉施設、一般廃棄
物処理施設、火葬場、障害者(児)福祉施設 等
○教育文化施設
公立小中学校の校舎、公民館、図書館 等
○自然エネルギーを利用するための施設
○集落再編整備
○過疎地域持続的発展特別事業（ソフト事業）
生活交通の確保、地域医療の確保、集落の
維持・活性化を図るためのソフト事業 等

対象事業

財政上の優遇措置

国庫補助（80%)

充当率は原則100%  (公営債対象 50%、集落再編75%)
元利償還金の70%は、普通交付税の基準財政需要額に算
入される。
(他の地方債より高率である）

【国庫補助事業】※一括交付金の場合

過疎債(20%)

普通交付税措置
（過疎債のうち70%)

実質的な市町村負担
(過疎債のうち30%、
事業費の6％)

【地方単独事業】

過疎債(100%)

普通交付税措置
（70%)

実質的な市町村負担
(30%)

過疎の要件

人口減少率及び財政力要件の基準を満たす市町村

沖縄県内 過疎市町村 １７市町村（一部過疎含む）
特定特別市町村 ２町村（卒業団体）

※市町村過疎計画に基づき実施
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沖縄県企画部
地域・離島課過疎対策事業債の活用例

村営バスの運行（国頭村）

定住促進住宅の建設（東村等）

全国離島交流中学生野球大会への
派遣（竹富町）

学習支援センターの運営（南大東村）

村内には学習塾がな
いため、村立学習支
援センターを設置、
運営委託し、村内小
学校１年生から中学
校３年生までを対象
に学習支援を行って
いる。

全国の離島チームとの
交流試合、元プロ野球
選手の野球教室など、
野球を通しての人づく
り、交流促進を図るこ
とを目的に町内中学生
を派遣。

人口の流出を防ぎ、
子育て世代（若者）
を中心とした定住人
口の増加を図るため、
定住促進住宅を整備。

公共交通の空白地帯に村
営バスを運行し、生活交
通を確保。
運営２系統
奥線（辺戸名～奥）
東線（辺戸名～安波・楚洲）

イメージ画像

イメージ画像
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沖縄県企画部
地域・離島課

１ 辺地債について

【Ｒ４】

・ 地方債計画額が530億円に増額（対前年比10億円増）

・ 資金区分に「地方公共団体金融機構」が追加

辺地債・過疎債の主な変更点

固定 利率見直し 固定 利率見直し

辺地対策事業

診療施設のうち診療所及び職員宿舎 10（２） 30（５） 30（５） 30（５）
下水道施設 10（２） 30（５） 30（５） 40（５）
義務教育諸学校施設 10（２） 25（３） 30（５） 30（５）
簡易水道施設 10（２） 10（２） 30（５） 40（５）
その他施設 10（２） 10（２） 30（５） 30（５）

過疎対策事業
診療施設のうち病院、診療所及び職員宿舎 12（３） 30（５） 30（５） 30（５）
下水道施設 12（３） 30（５） 30（５） 40（５）
義務教育諸学校及び高等学校施設 12（３） 25（３） 30（５） 30（５）
簡易水道施設 12（３） 12（３） 30（５） 40（５）
港湾施設 12（３） 12（３） 30（５） 40（５）
その他施設 12（３） 12（３） 30（５） 30（５）
過疎債ソフト 12（３） 12（３） 12（３） 12（３）

財政融資 機構資金
対象事業
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沖縄県企画部
地域・離島課辺地債・過疎債の主な変更点

２ 過疎債について

【Ｒ４】

・ 地方債計画額が5200億円に増額（対前年比200億円増）

【Ｒ３から】

（１）ハード事業分

① 起債対象の追加

・ 旧簡易水道の整備 （新過疎法施行令）

・ 民間へき地診療所等に対する補助 （地方債同意等基準運用要綱）

② 優先同意が行われる事業の追加

・ 光ファイバ等整備特別分

・ 雇用創出特別分

・ 公共施設マネジメント特別分

（２）ソフト事業分

① 対象外経費の追加 （地方債同意基準）

② 発行限度額の算出式で使用される基準値の変更 （新過疎法総務省令）

（地方債同意等基準運用要綱）
※内容は質疑応答集も参照
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沖縄県企画部
地域・離島課

過疎地域持続的発展特別事業（過疎債ソフト）とは

平成22年の過疎法の一部改正により、いわゆるソフト事業の実施につき、
当該市町村が必要とする経費が新たに対象とされた（発行額は、総務省令
に基づき、市町村毎に算出される発行限度額の範囲内）。

対象とする経費は、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域
医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に
安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る事業（基金の積立てを含
む。）につき、当該市町村が必要とする経費（出資及び施設の整備につき必
要とする経費を除く。）で、次の経費を除くものとされている。

① 市町村の行政運営に通常必要とされる内部管理経費

② 法令に基づき負担が義務づけられている経費

③ 地方債の元利償還金に要する経費

④ 地域の持続的発展に資することなく効果が一過性である事業に要す

る経費（※Ｒ３追加：市町村過疎計画中の記載内容を確認）

※ 過疎債は、充当率原則100％、後年度の元利償還金の70％を交付税措置される。
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沖縄県企画部
地域・離島課

過疎債ソフトの発行限度額について

【算式】

A×（0.51－B）×1/15
※最低限度額：3,500万円

【留意事項】

① 旧法の過疎団体は、上記の算式で算出した額が、令和２年度の

発行限度額を下回る場合、その差額に以下の率を乗じて得た額を

加算

② 過疎市町村の発行限度額は、最大２倍まで引き上げる弾力運用
あり。（１次分では発行限度額の範囲でしか要望できないが、２次分
では発行限度額の２倍まで要望可能。但し、全国の過疎団体の発行
限度額の合計額の範囲内での運用のため、必ずしも認められるもの
ではない）

A：前年度の基準財政需要額

B：財政力指数

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9※
1.0 0.9 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1

※卒業団体のうち、財政力指数が0.4を下回る団体のみ

※南城市については別途算出 ７



法適用 一部・時限

特別特定市町村

(※)

［旧全部過疎］ ［旧みなし過疎］ ［卒業団体］

要件適用 第２条
第43条

(第3条第2項読替）
第41条第１項 第42条 附則第5条

団体数 10 1 5 1 2

宮古島市

南城市(旧知念村区域)

国頭村

大宜味村

東村

本部町

伊江村

渡嘉敷村

座間味村

粟国村

渡名喜村

南大東村

北大東村

伊平屋村

伊是名村

久米島町

多良間村

竹富町

与那国町

(※) 特別特定市町村は、令和３年度から令和９年度までの間、以下の規定が準用される。
 第12条（国の負担又は補助の割合の特例等）
 第13条（国の補助等）
 第14条（過疎地域の持続的発展のための地方債）
 第16条（基幹道路の整備）
 第17条（公共下水道の幹線管渠等の整備）
 第23条（減価償却の特例）
 第24条（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置）

旧過疎自立促進地域

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

該
当
市
町
村

全部

区分

過疎地域とみなされる市町村過疎地域
市町村

一部過疎地域
市町村
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