
報 道 機 関 各 位

令和４年２月２５日（金）１５時００分 配付

項 目 今冬の大雪等に係る特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付について

配付資料 〇今冬の大雪等に係る特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付について

〇特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付額（管内団体別内訳）～別紙１

〇特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付額（団体別内訳）～別紙２

内容及び このことについて、次のとおり交付されますので、お知らせいたします。

報道に当

たっての 記

お 願 い

１ 交 付 決 定 日 令和４年２月２５日（金）

２ 交 付 日 令和４年３月 １日（火）

３ 交付決定額等 配付資料のとおり

他のクラブ 北海道総合政策部地域行政局市町村課において、本日、道政記者クラブ

に全道版の提供を行っております。

北海道オホーツク総合振興局

担当窓口 地域創生部地域政策課

主 幹 荒 井 孝 二

電話（直通） 0152-41-0619



今冬の大雪等に係る特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付について 

 

 

 

 

 

 今冬の大雪等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、３月に交付されるべき特別交付税の一部を繰り上げて交付され

ることが決定されました。 

 

１ 繰上げ交付対象団体及び交付額 

【オホーツク総合振興局管内】 

（１）対象団体  ７市町  

・積雪積算値（※）が1,000㎝・day超、かつ、前年度比１．５倍以上又は 

平年度比１．３倍以上の団体 

・繰上げ交付希望団体 

       ※積雪積算値とは、毎日の積雪深を足し合わせたもの 
 

（２）交 付 額  ６３０百万円 （団体別交付額は「別紙１」のとおり） 
 

       特別交付税３月交付額の過去５ヶ年平均額を基礎としてその３割を交付 

 

【全  国】 

（１）対象団体  １０２市１０８町２２村 計２３２団体（１９道県） 
 

（２）交 付 額  ２９，１２５百万円 （団体別交付額は「別紙２」のとおり） 

 

 

２ 交 付 日  令和４年３月１日（火） 

 

 

３ 参  考 

 〇 特別交付税の交付時期は、１２月及び３月（地方交付税法第１６条第１項）。 

〇 特別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されるもの。繰

り上げて交付された額は、３月分の特別交付税交付額から控除される。 

令和４年２月２５日（金） 

オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課市町村係 

 



（別紙１）

（単位：百万円）

団体名 繰上げ交付額

北 見 市 312

紋 別 市 174

斜 里 町 29

清 里 町 30

小 清 水 町 27

訓 子 府 町 33

置 戸 町 25

令和３年度特別交付税（３月交付分）の繰上げ交付額
（管内団体別内訳）



＜北海道：６８団体＞ ＜青森県：２３団体＞
団体名 繰上げ交付額 団体名 繰上げ交付額

札幌市 494 青森市 462

小樽市 135 弘前市 337

北見市 312 黒石市 256

留萌市 149 五所川原市 211

苫小牧市 37 むつ市 293

稚内市 161 つがる市 205
芦別市 111 平川市 159
江別市 143 今別町 44
赤平市 187 蓬田村 25
紋別市 174 鰺ヶ沢町 69
千歳市 64 深浦町 69

歌志内市 140 西目屋村 31
登別市 98 大鰐町 71
恵庭市 90 板柳町 39
伊達市 156 鶴田町 62

北広島市 94 中泊町 79
石狩市 135 七戸町 64

松前町 39 横浜町 36

福島町 43 六ヶ所村 3

知内町 25 東通村 35
木古内町 27 風間浦村 41
八雲町 47 佐井村 29

長万部町 36 新郷村 27
江差町 38 計 2,647

上ノ国町 37

厚沢部町 44 ＜岩手県：８団体＞

乙部町 42 団体名 繰上げ交付額

奥尻町 48 盛岡市 203

今金町 43 花巻市 201

せたな町 98 北上市 119

島牧村 26 八幡平市 107

寿都町 32 奥州市 260

黒松内町 25 紫波町 49

蘭越町 72 矢巾町 41

共和町 33 金ケ崎町 67

岩内町 54 計 1,047
泊村 4

神恵内村 43 ＜宮城県：４団体＞

上砂川町 33 団体名 繰上げ交付額

増毛町 34 仙台市 82

小平町 36 大崎市 190

苫前町 41 色麻町 24

羽幌町 40 加美町 53

初山別村 22 計 349
遠別町 23

天塩町 29 ＜秋田県：１３団体＞
豊富町 51 団体名 繰上げ交付額

礼文町 53 秋田市 281

利尻町 57 横手市 427

利尻富士町 65 大館市 259

幌延町 44 男鹿市 173

斜里町 29 鹿角市 248

清里町 30 由利本荘市 311

小清水町 27 潟上市 99

訓子府町 33 大仙市 349

置戸町 25 仙北市 128

豊浦町 29 小坂町 63

壮瞥町 39 三種町 64

厚真町 161 井川町 23

洞爺湖町 117 美郷町 63

安平町 93 計 2,488
むかわ町 133

様似町 37

上士幌町 58

足寄町 62

陸別町 36

弟子屈町 74

羅臼町 64

計 5,111

今冬の大雪等に係る特別交付税(３月交付分)の繰上げ交付額(団体別内訳)

（単位：百万円）

（別紙２）



（単位：百万円）

＜山形県：３０団体＞ ＜新潟県：１８団体＞
団体名 繰上げ交付額 団体名 繰上げ交付額

山形市 96 長岡市 623

米沢市 234 柏崎市 192

鶴岡市 386 新発田市 229

酒田市 211 小千谷市 175

新庄市 203 十日町市 430

寒河江市 90 見附市 102

村山市 161 村上市 210

長井市 125 糸魚川市 240

東根市 102 妙高市 276

尾花沢市 174 上越市 667

南陽市 132 魚沼市 271

中山町 36 南魚沼市 205

河北町 50 胎内市 105

西川町 67 阿賀町 122

朝日町 47 湯沢町 38

大江町 45 津南町 43

金山町 48 刈羽村 4

最上町 70 関川村 26

舟形町 53 計 3,958
真室川町 63
鮭川村 41 ＜富山県：１５団体＞
戸沢村 48 団体名 繰上げ交付額

高畠町 65 富山市 295

川西町 65 高岡市 351

小国町 69 魚津市 117

白鷹町 81 氷見市 217

飯豊町 62 滑川市 112

三川町 29 黒部市 136

庄内町 74 砺波市 195

遊佐町 63 小矢部市 144

計 2,990 南砺市 479

射水市 299

＜福島県：７団体＞ 舟橋村 11

団体名 繰上げ交付額 上市町 96

福島市 187 立山町 69

会津若松市 279 入善町 64

須賀川市 185 朝日町 93

喜多方市 290 計 2,678

南会津町 96

北塩原村 29 ＜石川県：１１団体＞
柳津町 30 団体名 繰上げ交付額

計 1,096 金沢市 119

小松市 100

＜栃木県：３団体＞ 輪島市 252

団体名 繰上げ交付額 加賀市 173

日光市 255 白山市 301

矢板市 79 能美市 149

那須町 46 川北町 27

計 380 津幡町 43

志賀町 61

中能登町 110

能登町 153

計 1,488

今冬の大雪等に係る特別交付税(３月交付分)の繰上げ交付額(団体別内訳)



（単位：百万円）

＜福井県：４団体＞
団体名 繰上げ交付額

大野市 306

勝山市 184

池田町 47

南越前町 131

計 668

＜長野県：８団体＞
団体名 繰上げ交付額

大町市 207

飯山市 158

南木曽町 24

木曽町 108

白馬村 59

信濃町 71

飯綱町 54

栄村 20

計 701

＜岐阜県：９団体＞
団体名 繰上げ交付額

高山市 310

可児市 97

飛騨市 157

郡上市 176

養老町 37

垂井町 17

大野町 29

東白川村 34

白川村 43

計 900

＜滋賀県：５団体＞
団体名 繰上げ交付額

長浜市 490

高島市 198

東近江市 264

米原市 158

多賀町 38
計 1,148

＜兵庫県：２団体＞
団体名 繰上げ交付額

豊岡市 458

朝来市 238

計 696

＜鳥取県：１団体＞
団体名 繰上げ交付額

智頭町 41
計 41

＜岡山県：１団体＞
団体名 繰上げ交付額

新庄村 22
計 22

＜広島県：２団体＞
団体名 繰上げ交付額

三次市 391
庄原市 326

計 717

注) 繰上げ交付は百万円未満を切り捨てて行うこととしている。

今冬の大雪等に係る特別交付税(３月交付分)の繰上げ交付額(団体別内訳)
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