
11(H23).6 四版 

財政用語集 
 

（＜〔公営〕企業会計用語＞は後方にあり） 
【あ行】 
 
依存財源 国や県により定められた額を交付されたり、割り当てられたりするもの。国庫支出金（国庫負担金・国庫補助金の２つがある）・県支出金（県

負担金・県補助金・委託金の３つがある）・地方交付税・地方譲与税など。（⇔自主財源） 

 

一部事務組合 複数の自治体が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する特別地方公共団体（⇒特別地方公共団体）。略称は一組（いち

くみ）。地方自治法では一部事務組合を脱退するときは議会の議決をへて知事の許可を得ることになっている。＜生駒市は、下の表記載の３つに加入してい

る。＞ 

 

＜生駒市加入の一部事務組合・広域連合一覧＞ 

区分 名称 事業 財源等 

奈良県市町村総合事務組合 （１） 各自治体の負担金、財産収入 

奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 （２） 各自治体の負担金・補助金、借受人からの償還金 一部事務組合 

奈良県広域水質センター組合 （３） 各自治体の負担金 

広域連合 後期高齢者医療広域連合 ⇒広域連合 各自治体の納付金 

  （１）①自治体職員退職手当支給 ②組合市町村の行政連絡等に利用する施設である奈良県市町村会館の管理・運営、組合市町村の職員等の研修に関 

     すること③公務員災害補償 を共同処理する＜生駒市は②のみのために加入＞。 

  （２）組合市町村が設けた条例に基づき貸付けを行った住宅新築資金・宅地取得資金・住宅改修資金の償還を進めるための事務を共同処理する。生駒

市は10(H22)年度に脱退した。 

  （３）奈良広域水質検査センターの管理運営等・水道等の水質検査を共同処理する。 

 

一般会計 福祉・教育・土木・衛生などの市町村の基本的な施策を行うための会計で、特別会計に属さない歳入歳出の組織全体を記録するもっとも規模の

大きい会計であり主要な自治体政策の仕組みや構成を表現している基本的に重要な会計である。（⇔特別会計・事業会計・普通会計） 

 

一般財源 収入の段階で使途制限がない財源。自治体がその判断で使える歳入である地方税・地方譲与税・利子割交付金・地方消費税交付金・地方交付税

など。（⇔特定財源） 

 

【か行】 
 

外郭団体 

①市組織の外部にあって、市の事務を代行し、または市との連携により市の事務に関連する事業を行う団体。市が直接実施するよりも外部組織に委ねた方

が機動的・効率的であるという考え方に基づいて設立されたもの。＜生駒市では、地方公社・市が少しでも出資・出捐（しゅつえん／金品を提供する）し

ている法人・職員派遣等を行っている法人が外郭団体（出資団体等）とされ、０９(H21)年４月１日現在で２３法人となっている。＞ 

②地方公社（⇒公共企業体）や自治体の出資比率が２分の１以上の法人については自治体の長は毎事業年度、その経営状況を説明する書類（事業報告書・

決算報告書）を作成し、議会に提出しなければならないとなっています（地方自治法第２４３条の３・同施行令２４３条の３）。 

③生駒市の主な外郭団体は次の一覧表の通りであるが、他のものは＜別紙 生駒市の外郭団体（出資団体等）一覧＞参照。 

 

＜生駒市の主な外郭団体一覧＞ 

事業 
区分 名称 

 指定管理 
財源等 

地方公社 生駒市土地開発公社 ⇒土地開発

公社 

― 市100％出資 

（財）生駒メディカルセンター ① ⑥ 市50％･市医師会50％出資、市支出金･事業収入等 
財団法人 

（財）生駒市ふれあい振興財団＜10(H22).3解散＞ ② ⑦ 市100％出資、市からの受託金・補助金 

社団法人 （社）生駒市シルバー人材センター ③ ⑧ （市出資はなし）事業収入 

社会福祉法人 （福）生駒市社会福祉協議会 ④ ⑨ 事業収入 

特殊法人 奈良県信用保証協会 ⑤ ― 事業収入 

第三セクター 奈良生駒高速鉄道（株） 交通運輸 ― ⑩、事業収入 

  ①応急診療、学校保健検診、予防接種緊急処置医薬材料管理・貸与、訪問看護、居宅介護支援、地域包括支援センター、介護老人保健施設の７事業。 

  ②文化・体育・レクリエーション等の普及振興事業の推進。 

  ③地域社会と連携した就業の場を提供することにより高齢者の福祉の増進に資し、活力ある社会づくりに貢献できる機会を創る。（設立根拠法：高年齢 

   者等の雇用の安定等に関する法律） 

  ④地域の実情に応じ、住民の福祉向上を図る。（設立根拠法：社会福祉法） 

  ⑤信用保証協会は信用保証協会法によって設立される特殊法人（その法人を設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人・認 

   可法人・特別民間法人のいずれにも該当しない法人）で、中小企業が市中金融機関から融資を受ける際に、債務保証を行なうことで、中小企業の資 

   金繰りの円滑化を図る。（⇒債務保証） 

  ⑥介護老人保健施設 優楽 ＜１施設＞ 

  ⑦山麓公園ふれあいセンター・フィールドアスレチック・野外活動センター・２５の体育施設 ＜計２８施設＞ 

  ⑧自転車駐車場（生駒駅前・生駒駅前第２・生駒駅南） ＜計３施設＞ 

  ⑨デイサービスセンター幸楽・生駒市福祉センター ＜計２施設＞ 

  ⑩出資比率（数字は％）：民間50（近鉄30・日本政策投資銀行7.5・その他12.5）、沿線自治体50（県30・生駒市15・奈良市5） （⇒第三セクター） 

 



会計年度独立の原則 ▲予算の原則の１つで、「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」という地方自治法

第２０８条第２項の規定であり、本年度の歳出を翌年度歳入で支出したりすることを禁ずるもの。▲ただし、これを厳格に適用するとかえって不利、不経

済になる場合もあるため、次の例外を認めている。①継続費の逓次繰越し（自治法第２１２条、令第１４５条）②繰越明許費（自治法第２１３条、令第１

４６条）③事故繰越し（自治法第２２０条第３項、令第１５０条第３項）④過年度収入・過年度支出（自治法第２４３条の５、令第１６０条・第１６５条

の８）⑤歳計剰余金の繰越し（自治法第２３３条の２）⑥翌年度歳入の繰上充用（自治法第２４３条の５、令第１６６条の２） 

 

会計方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式等譲渡所得割交付金 株式などの譲渡により所得が発生した場合に徴収された税の一部を財源として、県が一定の基準により、市に対して交付する。 

 

官〔公〕庁会計方式 （⇒法適用事業・法非適用事業） 

 

企業会計方式 （⇒法適用事業・法非適用事業） 

 

基金 

①貯金に当たるもの。積立基金と運用基金の２種類ある。 

②生駒市には、積立基金として財政調整基金・減債基金・特定目的基金の３つがあり、運用基金として土地開発基金・用品調達基金の２つがある。 

   ○財政調整基金 （⇒財政調整基金（財政調整積立金））  ○減債基金 （⇒減債基金） 

   ○用品調達基金･･･用品（事務用品・印刷物など７種類）の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行 

                うことを目的として設置されている基金。 

③特定目的基金･･･特定の目的のために設置された基金。職員退職給与基金・公共施設整備基金（これのみ特別会計）・国保財政調整基金・進学奨励基金・

図書整備基金・応急診療施設等整備基金・市営住宅整備基金・北部地域整備促進基金・介護給付費準備基金・みどりの基金・生駒駅前北口第二地区再開発

基金・ふるさと生駒応援基金・介護従事者処遇改善臨時特例基金・市民生活に光をそそぐ基金・市民活動支援基金・歴史文化基金の１６がある。 

   ○みどりの基金･･･生垣を設置した人に対する施工費の一部助成や緑の都市環境の保全や創造に関するまちづくりを支援するための基金。 

   ○ふるさと生駒応援基金･･･「ふるさと生駒応援寄附(ふるさと納税)」を積み立て、4つのテーマ（福祉・健康／子育て・教育環境／緑化・産業・観 

                光推進／安全・安心なまちづくり、都市基盤整備）の事業に活用するための基金。 

④予算とは地方自治法第215条の規定により、「1.歳入歳出予算 2.継続費 3.繰越明許費 4.債務負担行為 5.地方債 6.一時借入金 7.歳出予算の各項の経費

の金額の流用」の事項に関する定めから成るものであり、基金は、それが現金を積み立てたものであっても、地方自治法第237条の規定により財産として

扱われることから予算には含まれない。ただし、基金に属する現金を予算に繰り入れる場合や、反対に予算から現金を基金に積み立てる場合などは、それ

ぞれの積立基金からの繰入予算額（＝取崩し予算額（歳入予算側 繰入金））及び積立予算額（歳出予算側 積立金）が記載される。なお、基金残高につ

いては、地方自治法第233条第1項の規定により、財産に関する調書を作成して決算書に添付される。 

 

起債制限比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 
基準財政収入額 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

基準財政需要額 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

行政コスト計算書 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

繰上充用額 歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額。 

 

繰上充用金 会計年度経過後、その当該会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に，翌年度の歳入を繰り上げて，当該年度に充てるもの。この場合の

方法として、翌年度の歳出に、翌年度の歳入を財源として繰上充用金を計上し、当該年度(翌年度から見れば前年度)へ支出する。 

 

繰入金 一般会計・特別会計・基金・財産区会計の間において相互に資金運用すること。たとえば、一般会計の歳出に不足が生じた場合に、基金から取り

くずして一般会計に繰り入れることなどを言う。 

 

繰越明許費 ①事業の性質上、又は何らかの事情でその年度内に支出を終わらない見込みがある経費（例えば、地元との調整が長引いて工事が遅延したな

ど）について、翌年度に繰り越して使用することができるように議会の議決を経て定める予算。②繰越明許費に必要な財源も繰り越す必要があるが、決算

において繰越財源として確保することになる。財源として繰り越す場合、収入済のものを充てるのが原則だが、国庫補助金や地方債については、未収入特

定財源として、繰越の財源とすることができるとされている。これは、国庫補助金や地方債は事業の完成により交付・確定がされるもので、金額が大きく

て一般財源で立て替えるのが困難だと認められるからである。③実際の繰越額や繰越財源を明らかにした繰越計算書を毎年５月３１日までに作成し、議会

に報告することとされている（地方自治法施行例 146 条）。④なお、事業を翌年度に繰り越す方法として、事故繰越という手段もある。これは、地方自治

法第２２０条に定めるもので、「避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの」について、翌年度に支出できるもの。繰越明許費の予算計上が

間に合わなかった場合や繰越明許費をさらに繰り越す場合に使われる。 

 

繰出金 会計間でやりとりされる経費のことで、大きく分けて２種類ある。ひとつは、特別会計では会計単位でそれぞれの利用料金等での独立採算が原則

となっているが、一部を一般会計の税金等から負担すべきもの（例：介護保険や老人保健の給付費の一定割合負担、下水道特別会計における雨水対策経費

に対する負担など）。もうひとつは、各自治体独自の施策判断により特別会計の負担増になっている分について、一部またはその全部を補てんしているもの。

法適用事業 企業会計方式（⇒法適用事業・法非適用事業） 
〔地方〕公営企業 

法非適用事業 

個別法で規定された事業 
〔地方〕公営事業 

その他の条例で規定された事業 

官〔公〕庁会計方式（⇒法適用事業・法非適用事業） 

地

方

公

営

企

業

等 
地方公社(地方の公共企業体) 企業会計方式（⇒法適用事業・法非適用事業） 



後者は一般会計の負担となってしまうので単に赤字だからといって安易に補てんするというものではない。 

 

経常一般財源 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

経常経費充当一般財源 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

経常収支比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

継続費 大規模な建設事業などで事業の実施が２会計年度（２ヵ年）以上に渡ることが確実な場合に、全体の事業費と各年度ごとの事業費をあらかじめ一

括して予算計上し議会の議決を得たもの。＜債務負担行為との違い＞債務負担行為は単に債務を負担する権限を付与されているにすぎないのに対し、継続

費は支出権限まで付与されている。従って、前者は毎年の議会の承認がいるが、後者はいらない、前者は予算として定める時点での経費の確定は必ずしも

用件でないのに対し、後者は経費の総額・施行年限の確定・年割額の定めがその設定用件とされ、複数年度の合計事業費＝支出額は確定しているので変更

は出来ない。ただし、各年度の支出額も決まってはいるが事情により合計金額の枠内では変更が可能。 

 

継続費の逓次(ていじ)繰越し 継続費の場合に、その年度ごとの予算について、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、

特別に、翌年度以降に繰り越して使用することができるものをいう。逓次繰越は、同じ繰越でも繰越明許費とは異なり、その事業の実施期間内であれば、

終年度まで何年でも繰り越すことができる。繰り越した場合、継続費繰越計算書を５月３１日までに作成し、議会に報告しなければならない（地方自治

法施行令145条）。（逓次とは順次の意。） 

 

決算カード（決算状況） ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

決算総括表 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

減債基金 基金条例に基づき行われる。各年度の地方債の発行額は、毎年の税収の増減や事業量の増減に伴い大きく変動するので、将来の満期一括償還時

にその年度の収入で償還するということになると、各年度の公債費も大きく変動してしまうことになる。このようなばらつきを生じさせないようにして、

各年度の公債費を平準化するために、少しずつ積み立てておくという基金。 

 

減収補てん債 地方税収、特に法人事業税（県税）や法人住民税などの法人関係税の収入見込みが予想せざる経済の落ち込みによって財源不足に陥ったと

きに発行できる地方債。これの発行をしなければ、地方交付税の基準財政収入額の減額という形で翌年度に清算されるが、事業を促進すべきときにはいわ

ば前倒ししてこれで手当することもできるのである。後年度に元利償還金の府県で80％、市町村で75％が交付税措置されることになっている。（⇒特例地

方債） 

 

減税補てん債 地方税の特別減税・制度減税に伴う減収額を埋めるため特例的に認められている地方債。（⇒特例地方債） 

 

減収補てん特例交付金 「平成１１年度税制改正による恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため地方税の代替的性格を有する財源として

交付されていた減税補てん特例交付金」は07(H19)年度から廃止されたが、08(H20)年度から、所得税で控除しきれない住宅借入金等特別控除（住宅ローン

減税額／住宅ローン控除）を個人住民税から控除することとなったことによる自治体の減収を補てんするための減収補てん特例交付金が交付されている。 

 

健全化判断比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

広域連合 複数の自治体が広域にわたり処理する事務に関し共同で広域計画を作成して処理することを目的として設置する特別地方公共団体（⇒特別地方

公共団体）。一部事務組合より多角的な事務処理を通じて広域的な行政目的を達成することが可能とされている。＜生駒市は、後期高齢者医療広域連合（※）

のみ加入。＞ 

   （※）後期高齢者医療制度の運営主体は都道府県や市町村ではなく「後期高齢者医療広域連合」。後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県区

域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けることが高齢者医療法で定められている。そのため、07(H19)年３月末迄に、特別地方公共

団体として後期高齢者医療広域連合が全国で設立された。 

 

〔公営〕企業会計方式 （⇒法適用事業・法非適用事業） 

 

〔公営〕企業会計 一般企業と同じように独自の収入で経費をまかなう「独立採算」を原則とする公営企業の会計（すべて特別会計）。＜生駒市では、水

道事業〔特別〕会計・病院事業〔特別〕会計の２つ＞ 

 

公営事業 自治体が運営する事業。次の３種類ある。 

①公営企業･･･地方財政法施行令第37条に掲げられた自治体が企業として経営する１３の事業（水道・下水道・工業用水道・公営交通・公営電気・公営ガ

ス・簡易水道・港湾整備・公営病院・市場・と畜場・公営観光施設・自治体宅地造成）とそれ以外の条例に基づいて自治体が企業として経営する３つの事

業（有料道路事業・駐車場整備事業・介護サービス）の計１６の事業をいう。このうち、「地方公営企業法」の全部適用を受ける事業(水道・工業用水道・

公営交通・公営電気・公営ガス)、同法の財務規定の適用を受ける事業(公営病院)を「法適用事業」という。同法を義務的には適用されないその他は「法

非適用事業」という（法非適用事業でも市町村で条例を設けることにより法適用事業にすることができる）。 ＜生駒市には法適用事業の水道事業と法非

適用事業の下水道事業・自動車駐車場事業・介護サービス事業※の４つがある。＞ （⇒法適用事業・法非適用事業） 

   ※生駒市の介護サービス事業：介護老人保健施設「優楽」の事業のことである。毎年度総務省が地方公営企業の状況を把握するため実施する地方公

営企業決算状況調査上は法非適用事業とされているが、実際は企業として運営される事業ではない。 

②個別法で規定された事業･･･国民健康保険事業（国民健康保険法）・介護保険事業（介護保険法）・後期高齢者医療事業（高齢者医療法）・老人保健事業（老

人保健法で規定された事業であったが、後期高齢者医療事業の発足により月遅れ医療費支払いなどの３年間の整理期間を経て 10<H22>年度をもって終了す

る）。 ＜生駒市にも当然すべてある。＞ 

③その他の条例で規定された事業･･･共済事業（交通災害共済事業など）・収益事業（競輪など）。 ＜生駒市にはない。＞ 

 

〔公営〕事業会計 公営事業の会計。特別会計である場合が多い（生駒市ではすべて特別会計）。＜生駒市では、水道事業〔特別〕会計・下水道事業特別



会計・国民健康保険特別会計・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・老人保健特別会計・自動車駐車場事業特別会計の７つ＞（⇔一般会計・特別

会計・普通会計） 

 

公共企業体 公共性の高い事業を経営するため、国または自治体が法令に基づいて出資や貸付けなどの方法によって設立した法人。自治体によって設立さ

れる地方住宅供給公社・地方道路公社・土地開発公社は地方〔３〕公社という。＜生駒市には土地開発公社が１つある＞ 

 

公債費比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

公債費負担比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税を原資として、ゴルフ場所在地の市町村は、その市町村に所在するゴルフ場の利用税額のうち、10分の7に相当す

る額を、県から交付金として交付される。 

 

【さ行】 
 
財政健全化計画 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政健全化団体 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政健全化法 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政再生基準 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政再生計画 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政再生団体 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政指標（財務指標） ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政状況等一覧表 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財政調整基金 突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置される基金。また、決算剰余金（歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌

年度に繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの＝実質収支）が多い時は多く積み立て、財源不足時に取り崩すという、年度間調整的な役割を果

たす年度間の財源の不均衡をならすための積立金。地方財政法で設置が義務づけられている。取り崩せるのは、①財源不足時の穴埋め、②災害、③緊急に

必要となった公共事業などやむを得ない場合、④財産取得、⑤地方積の繰上げ償還、のいずれかに限られる。 

 

財政力指数 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

財務４表 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

債務負担行為 後の年度において経費の支出の義務（債務）を負う契約を結ぶこと。例：数年度にわたる工事を一括して契約する、など。＜継続費との違

い＞⇒継続費 

 

債務保証 特定の企業が負担または将来負担する債務について、第三者（保証人）が支払いを保証すること。債務保証を付し債務者が実際に債務不履行と

なった場合、債務保証を行った保証人が債務者に成り代わって弁済しなければならない（代位弁済）。保証人は、債務保証を実行したことに伴い債務者に対

して求償権が発生するが、現実にはほとんど意味をなさないことが多い。 

 

〔公営〕事業会計 ＜か行＞へ 

 

事業繰越 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額。 

 

事故繰越し （⇒繰越明許費） 

 

資金収支計算書（キャッシュフロー計算書） ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

資金不足比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

市債 （⇒地方債） 

 

自主財源 自治体が自主的に収入できる財源。地方税（市税）・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・、繰越金・諸収入。 

 

市税 市民税・固定資産税・軽自動車税・市たばこ税・都市計画税・特別土地保有税（土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた税

金で、一定規模以上の土地を取得した者、または所有している者にかかる税金。ただし、現下の経済状況をふまえ、平成15年度以降の課税は行われていな

い。「一定規模以上の面積」の基準は、都市計画区域を有する市町村では、同一市町村内につき5000平方メートル。）の６つある。決算書には、「調定額」

「収入済額」「不納欠損額」「収入未済額」が記載されている。「調定額」とは、その年に納めてもらう税額。「不納欠損額」とは、税金納付の時効となる５

年の間に納付されなかった額。実際には、時効を中断もしくは停止する措置を取り、５年が経過しても安易に支払い義務が無くならないように取り組まれ

ている。しかし、収入未済額で滞納となった税金が次年度以降に納められる額の割合は非常に低く、それが徴収率の数字を低くしている要因ともなってい



る。 

 

市町村歳出比較分析表 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

市町村財政比較分析表 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

実質赤字比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

実質公債費比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

実質収支 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

実質収支比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

実質単年度収支 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

自動車取得税交付金 自動車取得税の一部が市の道路の延長と面積に応じて県から交付されるもの。 

 

支払繰延額 実質上歳入不足のため、支払をくりのべた額。 

 

収益的収入・支出 

 

準元利償還金 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

純資産変動計算書 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

将来負担比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

新地方公会計制度 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

税交付金 県税の1部を市に交付するもの（生駒市では、利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税

交付金の５つ）や国が徴収した市の取り分を県を通じて市に分配するもの（地方消費税交付金） 

 

早期健全化基準 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

損失補償 土地収用など国や自治体が適法な公権力の行使により、特定の者に特別の犠牲を強いた場合、その損失を補償すること。 

 

【た行】 
 

第三セクター 公企業・民間企業をそれぞれ第一・第二セクターと呼ぶことから、国や自治体と民間の共同出資による事業体をこう呼ぶ。地域開発・交通

その他の分野で設立され、本来、国や自治体が行うべき事業を民間の資金と能力を導入して共同で行おうとするもの。＜生駒市が設立しているのは、奈良

生駒高速鉄道（株）のみ。＞ 

 

地方行革新指針 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

地方公社 （⇒公共企業体） 

 

地方交付税 国が自治体の財源の偏在を調整するもの。普通〔地方〕交付税と特別〔地方〕交付税がある。前者は交付税総額の９４％、後者は同６％。（⇒

普通〔地方〕交付税・特別〔地方〕交付税） 

 

地方債 自治体が１会計年度を超えて行う借入れのこと。県が発行するのを県債、市の発行するのを市債という。普通地方債と特例地方債がある。（⇒普

通地方債 ⇒特例地方債） 

 

地方債協議制度への移行 06(H18)年度から地方債の発行を許可制から協議制にして原則自由化したもの 

 

地方譲与税 いったん国税として徴収され自治体に譲与される税。生駒市では、自動車重量譲与税・地方揮発油譲与税の２つ。 

 

地方特例交付金 99(H11)年に実施された恒久的な減税の影響による地方の減収を補てんするために創設された交付金のこと。税制の抜本的な見直しがな

されるまで交付される。地方自治体が自らの裁量で使用できる一般財源のひとつ。児童手当及び子ども手当特例交付金と減収補てん特例交付金の２つがあ

る。前者は06(H18)年度及び07(H19)年度に実施された児童手当の制度拡充・10(H22)年度に実施された子ども手当に伴う地方の負担増に対応するために交

付している、後者については（⇒減収補てん特例交付金）。 

 

貸借対照表（バランスシート） ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

投資的経費 その経費の支出の効果が単年度また短期的に終わらず、固定的な資本の形成に向けられるもので、普通建設事業（補助事業と単独事業に分け

られ、国の直轄事業負担金を含む）・災害復旧事業・失業対策事業の３つがある。 

 



特定財源 収入の段階で使途が特定されている財源。国庫支出金・県支出金・地方債・使用料及び手数料・財産収入など。（⇔一般財源） 

 

特定目的基金 （⇒基金） 

 

特別会計 特定の事業（公営事業）を行う場合（Ａ）や、特定の歳入を特定の歳出に充て一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合（Ｂ）に

設ける会計。次の①～⑤のように５分類できる。（⇔一般会計・事業会計・普通会計） 

 Ａ．事業会計である特別会計 

  ア．法律で設置するもの。 

   １）公営企業の特別会計･･･地方財政法で設置 

     ○法適用事業の特別会計･･･地方公営企業法の適用を受けて、官〔公〕庁会計（普通会計の会計手法）ではなく企業会計方式（その特徴は＜【企 

      業会計用語】の〔公営〕企業会計方式＞参照）で処理される。＜生駒市では「水道事業〔特別〕会計」の１つがある＞ ･･･① 

     ○法非適用事業の特別会計･･･官〔公〕庁会計で処理される。＜生駒市では「下水道事業会計」の１つがある＞ ･･･② 

   ２）個別法で設置された公営事業の特別会計･･･国民健康保険法は国民健康保険特別会計を、介護保険法は介護保険特別会計を、高齢者医療法は後期 

     高齢者医療特別会計を、老人保健法（高齢者医療法と改称）は老人保健特別会計（10<H22>年度をもって廃止）を設けている。＜生駒市では当然 

     この４つともある。＞ ･･･③ 

  イ．条例で設置するもの。 

     公営事業の特別会計 ＜生駒市では「自動車駐車場事業特別会計」の１つがある＞ ･･･④ 

 Ｂ．〔公営〕事業会計でない特別会計 ＜生駒市では「公共施設整備基金特別会計」と「生駒駅前市街地再開発事業特別会計」の２つがある＞･･･⑤ 

 

特別地方公共団体 都道府県・市町村は、日本全国「どこにでもある」ので、普通地方公共団体と呼ばれる。これに対して、「特別区」・「自治体の組合」・

「財産区」・「地方開発事業団」の４種類の地方公共団体は、都道府県・市町村とは「特に別に」存在しているために、特別地方公共団体とされている 

 

特別〔地方〕交付税 特別の財政需要（地震・台風等自然災害による被害など）がある場合や普通交付税の額が財政需要に比べて過少であると認められた

場合に交付される地方交付税。（⇒地方交付税・普通〔地方〕交付税） 

 

〔生駒市〕土地開発公社 公共用地・公用地等の取得・管理・処分等を行なうために「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき市の全額出資で設立さ

れた公共企業体。（⇒公共企業体） 

 

特例地方債 国の施策により市が借入をすることになった地方債の総称。臨時財政対策債・減税補てん債・臨時税収補てん債・減収補てん債の４つがある

（生駒市で現在高の多い順、ただし 後は生駒市にはない）。（⇔普通地方債）（⇒地方債） 

 

【な行】 
 

【は行】 
 

配当割交付金 配当課税のうち５％が県税として徴収され、その一部が個人県民税の収入率の割合で県から交付されるもの 

 

標準財政規模  ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段 【１】－（２）－①＞参照 

 

普通会計 〔公営〕事業会計以外の会計を総称して一つの会計としてまとめたもの。普通会計＝一般会計＋事業会計に属さない特別会計－会計間の重複額。

（⇔事業会計・特別会計・一般会計） 

会計概念図（生駒市の場合） 

特別会計 
一般会計 

「公共施設整備基金特別会計」と「生駒駅前市街地再開発事業特別会計」 公営事業の特別会計 

普通会計 〔公営〕事業会計 

 

普通〔地方〕交付税 一般的な財政需要（日々の行政運営に必要な経費）に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。財源不足額の算定

は地方交付税法の規定に基づく一定の計算方法により行われるが、基準財政需要額に対して基準財政収入額が超過しているとされた地方公共団体に対して

は地方交付税は交付されない。このような地方公共団体を「不交付団体」という。09(H21)年度の不交付団体は、都道府県では東京都のみ、市町村では152

団体（合併の特例で交付を受ける23市町を含む）であった。不交付団体となっている市町村は、概ね次のように分けることができる。（⇒地方交付税・特

別〔地方〕交付税） 

   ○原子力関連施設等が立地する町村（泊村・六ヶ所村・東海村・玄海町等） 

   ○大企業の事業所が立地する小規模自治体（大井町＝第一生命保険、府中町＝マツダ 等） 

   ○観光地・保養地を擁する自治体（熱海市・軽井沢町等）  ○都心近郊の複合機能都市（国立市・吹田市等） 

   ○それらの複合要因によるもの 

 

普通税 使途を特定せず一般的経費に充てるために課される税。（⇒目的税） 

 

普通〔建設〕地方債 市が行政運営の中で計画的に措置をする通常の地方債の総称。施設の建設・改修や道路築造工事等に使われる。生駒市では、現在高

の多い順に、土木債・教育債・衛生債・総務債・民生債・消防債・産業経済債の７つがある。（⇔特例地方債）（⇒地方債） 

 

物件費 自治体が業務を遂行する際に支出する消費的経費のうち、比較的性質のはっきりした人件費・維持補修費・扶助費・補助費等以外の様々な経費の

総称。賃金・旅費・交際費・需用費（消耗品費・燃料費・食糧費・印刷製本費・光熱水費・修繕費等）・役務費（通信運搬費・広告料・手数料等）・備品購

入費・報償費・委託料・使用料及び賃借料・原材料費など。 

 

法定外普通税 法定普通税以外のもので自治体が一定の手続・要件に従い課する税。 

 



法定外目的税 法定目的税以外のもので自治体が一定の手続・要件に従い課する税。 

 

法定普通税 地方税法により税目が法定されている普通税。市税では、市民税・固定資産税・軽自動車税・市たばこ税・特別土地保有税・鉱山税(生駒市

はなし)の６つ。 

 

法定目的税 地方税法により税目が法定されている目的税。市税では、都市計画税・国民健康保険税・入湯税・事業所税・水利地益税・共同施設税・宅地

開発税（生駒市では前２つのみ）の７つ。 

 

法適用事業・法非適用事業（⇒公営事業） 

 法適用事業は地方公営企業法の適用を受けて経理事務は、官〔公〕庁会計（普通会計の会計手法／地方自治法に基づく会計処理で、現金による収入また

は支出を基準としており資産等の概念はない）ではなく〔公営〕企業会計方式で行なわれる。 （⇒【企業会計用語】の〔公営〕企業会計方式） 

 

補償金免除繰上償還 国の公債費負担対策として平成１９～２１年度の３年間に限り、徹底した総人件費の削減等を内容とする財政健全化計画等を策定し、

行財政改革・経営改革を行う地方公共団体を対象に、公的資金の補償金免除繰上償還を行い、高金利（５％以上）の地方債の公債費負担を軽減する制度。

通常、市債を発行した場合には契約に基づいて償還年限まで元利金を償還していき、何らかの事情により償還年限前に元金を償還する場合には、補償金（契

約の中途解除による違約金的なもの）を添えて償還するが、「補償金免除」とは、この補償金を免除することをいう。 

 

【ま行】 
 
目的税 特定の費用に充てるために課される税。（⇒普通税） 

 
【や行】 
 
【ら行】 
 
利子割交付金 貯金利子に課税される県民税の一部が、県民税の割合に応じて市町村に交付されるもの。 

 
臨時財政対策債 地方債の一種。国の地方交付税特別会計の財源が不足して地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、地方交付税の交付額を

減らし、その穴埋めとして該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度。形式的にはその自治体が地方債を発行する形式をとるが、償還に要する

費用は後年度の地方交付税で措置されるため実質的には地方交付税の代替財源とみて差し支えない。（⇒特例地方債） 

 

臨時税収補てん債 地方税法の改正により創設された地方消費税の収入が、導入初年度の97(H9)年度において通年分が収入できないことに伴う影響額を補

てんするために発行が認められた地方債。（⇒特例地方債） 

 

類似団体 人口及び産業構造などにより類似する全国の市町村をグループ化したもの。生駒市の類似団体は３５団体である。生駒市以外に、三島市・取手

市・戸田市・入間市・朝霞市・富士見市・ふじみの市・我孫子市・鎌ケ谷市・武蔵野市・昭島市・小金井市・東村山市・国分寺市・多摩市・海老名市・座

間市・多治見市・伊勢市・草津市・池田市・富田林市・河内長野市・松原市・箕面市・羽曳野市・橿原市・廿日市市・大牟田市・飯塚市・春日市・別府市・

浦添市・沖縄市。＜別紙 類似団体＞参照 

 

連結実質赤字比率 ＜自治体の財政状況の把握・分析の方法・手段＞参照 

 

【わ行】 
 

＜〔公営〕企業会計用語＞ 
 

〔公営〕企業会計方式 法適用企業の会計方式。その特徴は次の通り。 

①現金主義ではなく発生主義である･･･普通会計（官公庁会計）では現金の収入及び支出の事実に基づいて経理処理されるのに対し、現金の収支の有無にか

かわらず経済活動の発生という事実に基づき経理する。 

②期間計算(費用配分)という概念がある･･･現金支出のうち、その年度の収益の獲得に役立ったと考えられる部分だけがその年度の費用として認められ、翌

年度以降の収益に見合う部分は資産として繰り延べられる(減価償却費等)。 

③収益的収支と資本的収支がある･･･普通会計では全ての収入と支出を一括して差引き、剰余金を計算するが、ア．当年度の損益取引に基づくもの(収益的

収支)と、イ．投下資本の増減に関する取引に基づくもの(資本的収支)とに区分される。 

④公営企業会計は、企業会計であるとともに官公庁会計でもあるため、民間の企業会計と”予算”の概念がある。そのため、①予算に対する決算＝決算報

告書と②会計決算＝財務諸表の２本立てとなっている。また、公営企業法施行令第９条第３項において「損益取引」と「資本取引」との区分の原則がある

ため、予算においても、決算したときに「損益計算書」に計上される収益的収入支出の予定額と、「貸借対照表」に計上される資本的収入支出の予定額の２

本立て予算になっている。そして、収益的収入支出の予定額は「発生主義」を採用しているが、資本的収入支出の予定額は「現金主義」を採用しているた

め、資金不足が生じてしまう。その不足額を補てんするための制度が必要となり、消費税及び地方消費税資本的収支調整額・減価償却費など「現金支出」

を伴わない支出が補てん財源を構成することになる。 ＜別紙 〔公営〕企業会計＞参照 

 

基準内繰出し・基準外繰出し 地方公営企業は独立採算が原則となっているが、公営企業の収入を充てることが適当でない経費等については、一般会計が

負担すべきであり、該当するものは毎年総務省通知により基準が示される。この基準による（一般会計から公営企業会計への）繰出金を基準内繰出しと呼

ぶ。基準外繰出しはこの基準によるもの以外のもので、例えば公営企業の赤字を一般会計が補填するために繰り出すものなどを指す。 

 

継続費繰越計算書 ５月３１日までに作成し、議会に報告しなければならない（地方公営企業法施行令第１８条の２の１項）。（⇒継続費の逓次繰越し） 

 

減価償却費 水道事業を運営していくため水道施設の新設や更新に使ったお金を、定められた耐用年数に応じて費用化する方法。このお金は内部留保資金



 

となり、主として古くなった施設の更新や改良のための資金となる。また、借入金で建設した施設については、その元金返済のための資金にもなる。水道

施設など支出の効果が長期間にわたって及ぶもの、すなわち購入した年以降何年も使える物に対する支出は、購入した年だけの経費にはならない。現金主

義である官公庁会計では、その年度の支払いがそのままその年度の費用となる。しかし、企業会計には「期間計算」という考え方があり、現金支出の結果

である費用のうち、その年度の収益を生み出すのに関係したと考えられる部分だけが費用として認められ、翌年度以降の収益に見合う部分については費用

ではなく資産として繰り延べられる。そして、購入費用は、その年の収益を生み出すのに役立つと考えられる年にわたり期間計算の費用として計上される

ことになる。この期間計算の費用が減価償却費。 

 

 

＜左の左の減価償却説明図の解説＞ 

 

100 万円で耐用年数、いわゆるその資産

の寿命が５年の固定資産を取得した場合、

購入年度は資本的支出にその取得費を計

上し、100万円の資産を持つことになる。

この時点では収益的収支、つまり「もう

け」を計算する部分の費用に100万円は

含まれていない。そしてその翌年から５

年かけて収益的支出に減価償却費を計上

し、同時に資産の価値を目減りさせてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産減耗費 固定資産除却費とたな卸資産減耗費の２つに区分される。前者は、使用することによって滅失または機能的に使用不可になったものを除却す

る際に発生する費用で、後者は、帳簿と保有資産の現実が一致するように整合措置していく際の資産減耗費。 

 

資本的収支 事業施設を建設・整備するための収支。具体的には、水道事業でいえば、収入は水道管工事納付金・企業債（生駒市には現在ない）などで、

支出は建設改良費（水道管布設工事費など）・企業債償還金など。 

 

収益的収支 施設の運転・管理など事業を運営するための収支。具体的には、水道事業でいえば、収入は主に水道料金で、支出は受水費（県営水道から水

道水を購入する費用）・減価償却費など。 

 

純損益 1年間の経営の結果として生み出された収益と費用の差額。黒字であれば「純利益」、赤字であれば「純損失」という。 

 

損益勘定留保資金 現金支出を伴わない減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却という内部に留保される資金のこと。収入が不足する場合の補てん財源と

なる。 

 

損益取引 「資本取引＝資本的収支」でなく収益的収支のこと。損益取引（収益的収支）で発生した利益については、民間企業とは異なり、役員報酬や株

主配当金などように企業外部に資金が流出することはなく、すべてが内部留保される。 

 

内部留保 （⇒〔内部〕留保資金） 

 

予算繰越計算書 法適用事業の会計予算は定められた場合に限り翌年に繰り越して使用することができるが、その場合、議会に報告しなければならないと

定められている（地方公営企業法第26条）が、その報告書。 

 

利益剰余金 過去の損益取引から生じた利益。積立金と未処理分利益剰余金（将来に備えて積立などを行った後に、翌年度に繰り越された用途をまだ定め

ていない利益の合計額）の現在の残額合計。なお、当年度未処分利益剰余金については、議会の議決を経て処分が決まる。 

 

〔内部〕留保資金 内部留保（企業内部に留保されること）される資金で、資本的収支の赤字補てん財源として使われる。損益勘定留保資金・消費税及び

地方消費税資本的収支調整額・利益剰余金がある。 

 

積立金 将来のための財源として利益から積み立てた金額。地方公営企業法に基づいて積み立てる減債積立金（企業債の償還とする財源）や任意で積み立

てる利益積立金（欠損金に備える財源とする）・建設改良積立金（建設改良工事の財源とする）・地域振興積立金（地域振興を目的とした事業の財源とする）

などがある。 

 

（了） 


