財政状況資料集の説明
---------------------------------------------------------------------〈用語説明〉
○収支
１ 形式収支
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額です。
２

実質収支
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支

から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越(継続費の毎年度の執行残額を継
続最終年度まで逓次繰り越すこと。)、繰越明許費繰越(歳出予算の経費のうち、
その性質上又は予算成立後の事由等により年度内に支出を終わらない見込み
のものを、予算の定めるところにより翌年度に繰り越すこと。)等の財源を控
除した額です。
通常、｢黒字団体｣、｢赤字団体｣という場合は、実質収支の黒字、赤字により
判断します。
３

単年度収支
実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単

年度の収支のことです。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の
実質収支を差し引いた額です。
４

実質単年度収支
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の

繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額です。
○財政分析指標等
１

実質収支比率
実質収支の標準財政規模（臨時財政対策債発行可能額を含む。）に対する割

合です。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示
しています。
２

経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、

公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一
般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一
般財源(経常一般財源)、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占
める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを
見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表して
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います。
３

財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で

除して得た数値の過去 3 年間の平均値です。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、
財源に余裕があるといえます。
４

公債費負担比率

地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一
つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合です。
公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構
造の硬直化が進んでいることを表しています。
５

実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地

方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模
を示すもの）に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を
指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
６

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額及
び資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
全ての会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度
を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標と
もいえます。
７

実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の

標準財政規模を基本とした額（※）に対する比率です。
借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金
繰りの程度を示す指標ともいえます。
地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体
と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じ
です。
※ 標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額
です（将来負担比率において同じ）。
８

将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方

公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本
とした額（※）に対する比率です。
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地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性の
ある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い
を示す指標ともいえます。
９

資金不足比率

当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対す
る比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較し
て指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
10

地方公営事業会計
地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、老人保健医療事業、

後期高齢者医療事業、介護保険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共
済事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称です。
11

公営企業（法適用企業・法非適用企業）
公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用

企業に分類されます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年
法律第 94 号。以下「地方公共団体財政健全化法」という。）においては、地
方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法
第 6 条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であ
って法適用企業以外のものを法非適用企業と定義しています。
法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められ
ている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気（水力発電等）、
ガスの 7 事業、法律により財務規定等を適用するように定められている病院
事業（以上、当然適用事業）、及び条例で地方公営企業法の全部又は財務規定
等を任意で適用する事業（任意適用事業）があります。法非適用事業には、
下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等（それぞれ地方公営企業法を任
意適用していないものに限る。）があります。
公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を
公営企業会計といいます。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により
経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処
理が行われます。
12

一般会計等
地方公共団体財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方

公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、
地方財政の統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲であるが、地方財
政の統計で行っているいわゆる「想定企業会計」の分別（一般会計において経
理している公営事業に係る収支を一般会計と区分して特別会計において経理
されたものとする取扱い）は行わないこととしています。
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13

標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の

規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額です。
14

財政調整基金

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金です。
15 減債基金
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基
金です。
16

債務負担行為
数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証

又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予
定するなどの、将来の財政支出を約束する行為です。
地方自治法第 214 条及び第 215 条で予算の一部を構成することと規定され
ています。
17

ラスパイレス指数
加重指数の一種で、重要度を基準時点（又は場）に求めるラスパイレス式計

算方法による指数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般
に用いられている国家公務員行政職（一）職員の俸給を基準とする地方公務員
一般行政職職員の給与の水準を表しています。
18 人口 1,000 人（都道府県は 100,000 人）当たり職員数
人口 1,000 人（都道府県は 100,000 人）当たりの職員数です。
19

人口 1 人当たり人件費・物件費等決算額
人口１人当たりの人件費、物件費及び維持補修費の合計です。ただし、人件

費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含みません。
20

人件費及び人件費に準ずる費用
性質別分類上の人件費だけでなく、物件費に含まれる臨時職員の賃金や、補

助費等に含まれる公営企業（法適）等に対する繰出金のうち人件費相当分など、
人件費に準ずる費用も含めたベースで算出したものです。
21

公債費及び公債費に準ずる費用
公債費分析については、実質公債費比率の考え方に従い、性質別分類上の公

債費に加え、公債費に準ずる経費も含めたベースで算出したものです。
○歳入科目等
１

地方譲与税
国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団

体の財源とされているものについて、課税の便宜その他の事情から、徴収事務
を国が代行しています。
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現在、地方揮発油税の収入額の全額を都道府県及び市町村に対して譲与する
地方揮発油譲与税、石油ガス税の収入額の 2 分の 1 の額を都道府県及び政令
指定都市に対して譲与する石油ガス譲与税、特別とん税の収入額の全額を開港
所在市町村に対して譲与する特別とん譲与税、自動車重量税の収入額の 3 分の
1（当分の間、1,000 分の 407）の額を市町村に対して譲与する自動車重量譲
与税、航空機燃料税の収入額の 13 分の 2（平成 23 年度から平成 25 年度の間、
9 分の 2）の額を空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与する航空
機燃料譲与税、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築
が行われるまでの間の措置として、法人事業税の一部を地方法人特別税（国税）
として徴収し、その全額を都道府県に譲与する地方法人特別譲与税があります。
２

地方特例交付金
平成 18 年度及び平成 19 年度における児童手当の制度拡充並びに平成 22 年

度における子ども手当の創設に伴う地方負担の増加分等に対応するための児
童手当及び子ども手当特例交付金、個人住民税における住宅借入金等特別税額
控除による減収と自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収の一
部を補てんする減収補てん特例交付金から構成される国から地方公共団体へ
の交付金です。
３

地方交付税

地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行
政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消
費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、国から地方公共団体に対して交
付される税です。
地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付
税があります。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方
公共団体に対して、その差額（財源不足額）を基本として交付されます。
４

一般財源
地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額です。なお、

これらに加え、都道府県においては、市町村から交付を受ける市町村たばこ税
都道府県交付金、市町村においては、都道府県から交付を受ける利子割交付金、
配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税
交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金（政
令指定都市のみ）を加算した額をいいますが、これらの交付金は、地方財政の
純計額においては、都道府県と市町村との間の重複額として控除されます。
５

一般財源等
一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経

費にも使用できる財源を合わせたものです。目的が特定されていない寄附金や
売却目的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、臨時財政対策債等が
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含まれます。
６

地方消費税
平成 9 年 4 月に導入された道府県税であり、その賦課徴収は、当分の間、

国が消費税と併せて行い、各都道府県に払い込むこととされている。また、各
都道府県は、国から払い込まれた額を消費に相当する額に応じて、相互間で清
算することとされています。
特に断りのない限り、都道府県間における清算を行った後の額を地方消費税
として歳入に計上し、地方消費税清算金は歳入･歳出いずれにも計上していま
せん。
７

国庫支出金
国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出

する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等です。
８

都道府県支出金
都道府県の市町村に対する支出金です。都道府県が自らの施策として単独で

市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部とし
て市町村に交付する支出金（間接補助金）とがあります。
９

減収補てん債
地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行さ

れる地方債です。地方財政法第 5 条に規定する建設地方債として発行されるも
のと、建設地方債を発行してもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる
財源に不足を生ずると認められる場合に、地方財政法第 5 条の特例として発行
される特例分があります。
10

臨時財政対策債
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる

地方財政法第 5 条の特例として発行される地方債です。
平成 13～28 年度の間において、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債
等を除いた額を国と地方で折半し、国負担分は一般会計から交付税特別会計へ
の繰入による加算（臨時財政対策加算）、地方負担分は臨時財政対策債により
補てんすることとされています。
○歳出科目等
１

義務的経費
地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費で

す。職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等
の公債費からなっています。
２

投資的経費
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する
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経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成さ
れています。
３

補助事業
地方公共団体が国から負担金又は補助金を受けて実施する事業です。

４

単独事業
地方公共団体が国からの補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事

業です。
５

国直轄事業
国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事

業を自ら行う事業。事業の範囲は、それぞれの法律で規定されています。国直
轄事業負担金は、法令の規定により、地方公共団体が国直轄事業の経費の一部
を負担するものです。
６

物件費
性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方

公共団体が支出する消費的性質の経費の総称です。
具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれます。
７

扶助費
性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令

に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る
経費です。
なお、扶助費には、現金のみならず、物品の提供に要する経費も含まれます。
８

補助費等
性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、

地方公営企業法第 17 条の 2 の規定に基づく繰出金も含まれます。
９

繰出金
性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会計との間又は特別会計相互間

において支出される経費です。また、基金に対する支出のうち、定額の資金を
運用するためのものも繰出金に含まれます。
なお、法非適用の公営企業に対する繰出も含まれます。
10

公債費
地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費です。
なお、性質別歳出における公債費が地方債の元利償還金及び一時借入金利

子に限定されるのに対し、目的別歳出における公債費については、元利償還
等に要する経費のほか、地方債の発行手数料や割引料等の事務経費も含まれ
ます。
11

民生費
目的別歳出の一分類です。地方公共団体は、社会福祉の充実を図るため、児
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童、高齢者、障害者等のための福祉施設の整備、運営、生活保護の実施等の施
策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費です。
12

衛生費
目的別歳出の一分類です。地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活

環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進すると
ともに、し尿･ごみなど一般廃棄物の収集･処理等、住民の日常生活に密着した
諸施策を行っており、これらの諸施策の推進に要する経費です。
〈財政比較分析表の見方について〉
財政比較分析表は、各地方公共団体の財政力指数、経常収支比率、将来負担
比率、実質公債費比率、ラスパイレス指数、人口 1,000 人［都道府県は 100,000
人］当たり職員数及び人口１人当たり人件費・物件費等決算額について、類似
団体との比較結果を分かりやすくグラフ等を用いて図示するとともに、その結
果について、各団体における要因及び指標の改善に向けた取組み等を分析した
ものです。
○個別指標図
指標ごとにその団体の数値と類似団体の平均値及び最大値・最小値を棒グラ
フの形で示しており、平均値からの乖離の程度が一目でわかるようになってい
ます。
併せて、類似団体の平均値とは別に、全国市町村（又は都道府県）の平均値、
市町村財政比較分析表においては当該団体の所属する都道府県内市町村の平
均値も記載されており、それらとの乖離の程度も把握できるようになっていま
す。
なお、各年度の類似団体の数値は、各団体が当該年度に属する類似団体の平
均値を掲載しています。
○分析欄
指標ごとに「なぜそのような数値になったのか」、
「当該数値の背景にはどの
ような原因又は努力があるか」等を明らかにするとともに、「今後、数値の改
善に向けてどのような取組みを行っていくか」ということについて、具体的な
数値目標等を織り交ぜながら各団体において記述したものです。
〈経常経費分析表の見方について〉
経常経費分析表は、経常収支比率分析、経費分析（人件費及び人件費に準ず
る費用、公債費及び公債費に準ずる費用、普通建設事業費の分析）の 2 本立て
とし、類似団体との比較結果を分かりやすくグラフ等を用いて図示するととも
に、その結果について、各団体における要因及び指標の改善に向けた取組み等
を公表するものです。
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○個別指標図
指標ごとに各団体の当該年度数値と類似団体の平均値及び最大値・最小値を
図示し、平均値からの乖離の程度が一目でわかるようになっています。
併せて、経常収支比率については指標ごとに数値の時系列データをグラフ化
するとともに、類似団体の平均値とは別に、全国市町村（又は都道府県）の平
均値、市町村経常経費分析表においては当該団体の所属する都道府県内市町村
の平均値も記載されており、それらとの乖離の程度も把握できるようになって
います。
なお、各年度の類似団体の数値は、各団体が当該年度に属する類似団体の平
均値を掲載しています。
○分析欄
指標ごとに「なぜそのような数値になったのか」、
「当該数値の背景にはどの
ような原因又は努力があるか」等を明らかにするとともに、「今後、数値の改
善に向けてどのような取組みを行っていくか」ということについて、具体的な
数値目標等を踏まえながら各団体において記述したものです。
〈類似団体について〉
市町村（特別区を含む）の類似団体とは、行政権能の相違を踏まえつつ、人
口及び産業構造により全国の市町村を 35 の類型に分類した結果、当該団体と
同じ類型に属する団体を言います。
都道府県においては、上記の類型に代わって、財政力指数に基づき全国の都
道府県を５つのグループ及び東京都に分類しています。
〈平均値について〉
(1) 類似団体平均（グループ平均）について
•類似団体平均とは、類型における選定団体※による各指標の平均値です。
•グループ平均とは、グループにおける各団体による各指標の平均値です。
※ 選定団体について
選定団体は、標準的な財政運営を行っている市町村として、次の基準によ
って選定されます。
1. 原則として、平成 18 年 4 月 1 日以降において、大規模な合併が行われて
いないこと。
2. 平成 22 年度及び平成 21 年度の決算の実質単年度収支において著しく多
額の赤字を生じていないこと。
3. 平成 22 年度決算の実質収支において、著しく多額の赤字を生じていない
こと。
4. 平成 22 年度決算において地方債の元利償還金が財政の著しい負担となっ
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ていないこと。
5. 平成 22 年度の財政構造に著しい変化を与えるような災害等の特殊事情が
生じていないこと。
6. 平成 22 年度決算において、収益事業収入が著しく多額となっていないこ
と。
(2) 都道府県市町村平均、全国市町村平均及び都道府県平均について
•都道府県市町村平均、全国市町村平均とは、それぞれ各指標に関する各都
道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ）の平均値、全国の市町村の平
均値です。ただし、財政力指数及び経常収支比率については、特別区を除き
ます。
•都道府県平均とは、各指標に関する全都道府県の平均値です。
(3) 各指標の平均値について
各指標の平均値の算出方法については、下表のとおりです。
類似団体平均

都道府県市町村平均

（又はグループ平均）

及び

指標
全国市町村平均
（又は都道府県平均）
財政力指数

単純平均

単純平均

経常収支比率

加重平均

加重平均

実質公債費比率

加重平均

加重平均

人口１人当たり地方債現在高

加重平均

加重平均

政令指定都市及び特別区

加重平均

［全国市平均、全国町村平
均］

その他の市町村

単純平均

加重平均

都道府県

単純平均

加重平均

人口1,000人（都道府県は100,000人）当たり職員数

加重平均

加重平均

人口１人当たり人件費・物件費等決算額

加重平均

加重平均

ラスパイレス指数
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