
 

１． 交付税及び譲与税配付金特別会計 
 

（１）概要 

 交付税及び譲与税配付金特別会計は、昭和 29 年に国税の一定割合を一定の基準に基づき地方

公共団体に交付する地方交付税及び地方譲与税制度が創設されたことに伴い、一般会計と整理区

分するために設置された特別会計です。 

 また、昭和 58 年度より、それまで一般会計にて行われていた交通安全対策特別交付金に関す

る経理も、本特別会計において行われています。 

 さらに、平成 25 年 6 月 5 日に示された「特別会計改革に関するとりまとめ」（行政改革推進

会議）を踏まえ、平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会改革法により、平成 26 年度予算から

交通安全対策特別交付金勘定を廃止し、反則金収入は一般会計で受け入れ、一般会計から交付税

及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとし、交通安全対策特別交付金に関する経理を同会

計において行っているところです。 

交付税及び譲与税配付金特別会計の勘定廃止 

 

 

交付税及び譲与税配付金特別会計の仕組み 
 

 交付税及び譲与税配付金特別会計において、租税収入や一般会計からの繰入れなどを財源として地

方公共団体への地方交付税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与税の配付や交付を

経理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付税及び譲与税 

配付金特別会計 

一般会計より受入 
地方交付税交付金 

地方特例交付金 

交通反則者納金 

租税 
地方法人税、地方揮発

油税、石油ガス税、自

動車重量税、航空機燃

料税、特別とん税、地

方法人特別税 

借入金など 

 

都道府県、市町村 

などへ交付・譲与 

借入金返済など 

第Ⅱ－１ 交付税及び譲与税配付金特別会計

35



 

本特別会計は、特定の事業の収支を経理する特別会計とは異なり、地方交付税、地方特例交付

金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与税の配付や交付に関する経理を明確にするために設け

られている特別会計です。 

交付税及び譲与税配付金特別会計が経理している内容は以下のとおりです。 

①  地方交付税交付金 

「地方交付税法」（昭 25 法 211）等に基づき、地方団体間の財源の均衡化を図り、地方

行政の計画的な運営を保障するため、国税収入（所得税、法人税、酒税、消費税）の一定割合

及び地方法人税の全額等を原資として、地方団体へ交付するものです。なお、消費税に係る

交付税法定率分の総額は、引上げ分の地方消費税とあわせて、地方単独事業を含む地方の社

会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することとされ

ています。 
また、東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団体の財政負担を考慮するとともに、被

災団体以外の地方団体の負担に影響を及ぼすことがないよう、通常収支とは別枠で「震災復

興特別交付税」を確保し、事業実施状況に合わせて地方団体に交付するものです。 

②  地方特例交付金 

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額、消費税率引上げに伴う需要

変動の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減

収額を補填するため、地方公共団体に交付するものです。 

（注）令和元年 10 月から実施する幼児教育・保育の無償化に係る経費の地方負担分を措置するため、令和元年度

に限り子ども・子育て支援臨時交付金が地方特例交付金として地方公共団体に交付されます。 

③  交通安全対策特別交付金 

交通安全対策特別交付金は、昭和 43 年に「道路交通法」（昭 35 法 105）の改正により

創設された交通反則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、交通事故の発生

を防止することを目的とし、地方公共団体が単独で行なう道路交通安全施設整備の経費に充

てるための財源として交付するものです。 

具体的には、「交通安全対策特別交付金等に関する政令」（昭 58 政 104）で定める、信号

機、道路標識、横断歩道橋等の道路交通安全施設の設置及び管理に関する経費に充てられま

す。 

④  地方譲与税譲与金 

地方揮発油税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、特別とん税及び地方法人特別税

の収入の全部又は一部を地方公共団体に譲与するものです。 

（注）森林環境譲与税譲与金を支弁するため、「特別会計法」に基づき、森林環境税の課税が開始されるまでの間

（令和元年度から令和５年度）は、予算の定めるところにより、交付税及び譲与税配付金特別会計の負担に

おいて、借入金をすることとされています。 

 

（参考資料）（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html） 

 

  

（２）具体的な事業の内容 
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（３）特別会計の現状 
 

①  歳入歳出予算（令和元年度当初予算） 

（注）歳入歳出差額が、６,４５０億円あります。これは、いわば期ズレとしての地方譲与税譲与金の未譲与（各譲与税法

等に基づき、当該年度の最後の譲与後における出納整理期間に係る租税収入は翌年度に譲与）・交通安全対策特別交付

金の未交付（道路交通法の規定に基づき、平成３１年 2・3 月に収納された交通反則者納金は令和元年 9 月に交付）

分などがあるためです。 

○歳入総額、歳出総額、 （参考）歳出純計額                    （単位：億円） 

歳入総額 歳出総額 (参考)歳出純計額 

517,854（▲1,361） 511,404（▲5,710） 192,908（1,633）

○交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入・歳出の内容              （単位：億円） 

(歳入)   

内容 額 説明 

他会計より受入 164,664（1,657）  

  

  

  

一般会計より受入 160,418（4,66４） 地方交付税交付金（155,510）、地方特例交付金

（4,340）及び交通安全対策特別交付金（568）財

源の受入見込額 

財政投融資特別 

会計より受入 

1,000（▲3,000） 地方交付税交付金財源の受入見込額 

（まち・ひと・しごと創生事業費を中心とした財源

を確保するため、平成 29 年度から令和元年度まで

の各年度において、総額 9,000 億円の範囲内で地

方公共団体金融機構の管理勘定における公庫債権金

利変動準備金を財政投融資特別会計投資勘定に帰属

させるとともに、同勘定から繰り入れることとして

おり、令和元年度の繰入額は、１,000 億円としてい

る） 

【 歳入 】 【 歳出 】 （単位：億円） 

他会計より受入
１６４，６６４（＋１,６５７）

〔うち一般会計より受入〕
１６０，４１８（＋４,６６４）
〔うち財投特会より受入〕

１，０００（▲３,０００）
〔うち復興特会より受入〕

３，２４６（▲６）

租税
３３，８０７（＋１，４５６）借入金

３１１，３７３（▲４，８００）

前年度剰余金受入等
８，０１０（＋３２５）

517,854
（▲1,361）

地方交付税交付金
１６０，８４４（▲２，４９８）

〔うち復興経費〕

３，２５０（▲７）

地方特例交付金
４，３４０(＋２，７９６）

地方譲与税譲与金
２７，１２３（＋１，３６９）

国債整理基金
特別会計へ繰入

３１８，４９６(▲７，３４３）

予備費等
３３（▲０）

交通安全対策特別交付金
５６８（▲３４）

511,404
（▲5,710）
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東日本大震災復興

特別会計より受入 

3,246（▲6） 地方交付税（東日本大震災に係る復旧・復興事業等

の実施のための震災復興特別交付税）交付金財源の

受入見込額 

租税 33,807（＋1,456） 地方交付税交付金（地方法人税）及び地方譲与税譲

与金財源の受入見込額 

借入金 311,373（▲4,800） 地方交付税交付金及び森林環境譲与税譲与金をそれ

ぞれ支弁するため並びに森林環境譲与税譲与金を支

弁するための一時借入金の利子に必要な額の借入見

込額 

雑収入 0 （▲0） 預託金利子収入及び小切手支払未済金収入等見込額 

前年度剰余金受入 8,010（＋325） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 517,854（▲1,361）  

(歳出)  

内容 額 説明 

地方交付税交付金 160,844（▲2,498） 地方交付税法に基づき、地方団体に交付 

地方特例交付金 4,340（＋2,796） 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法

律（平 11 法 17）及び「子ども・子育て支援法」

（平 24 法 65）に基づき、地方公共団体に交付 

交通安全対策特別交

付金 

568（▲34） 道路交通法に基づき、地方公共団体に交付 

地方譲与税譲与金 27,123（＋1,369） 各譲与税法等に基づき、地方公共団体に譲与 

事務取扱費 3（▲0） 地方交付税交付金の算定事務及び地方譲与税譲与金

の譲与事務に必要な事務費 

諸支出金 4（▲0） 過誤納に係る返還金等の払戻し及び通告書送付費用

に相当する額の都道府県への支払い 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

318,496（▲7,343） 前年度における借入金の償還、利子及び一時借入金

の利子の支払財源に充てるための繰入れ 

予備費 26（－） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 511,404（▲5,710）  

平成３０年度決算 

（単位：億円、単位未満切捨） 

収納済歳入額 支出済歳出額 剰余金 
翌年度 

歳入繰入 
積立金積立 
資金組入 

一般会計へ 
繰入 

524,831 515,962 8,869 8,869 － － 

平成３０年度決算における剰余金は、8,869 億円です。 

 

②  剰余金 
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交付税及び譲与税配付金特別会計についての問い合わせ先 

（旧交付税及び譲与税配付金勘定） 

総務省大臣官房会計課予算第二係  電話番号 03-5253-5128 

（旧交通安全対策特別交付金勘定） 

警察庁交通局交通企画課企画調査係 電話番号 03-3581-0141 

（剰余金の生じた理由） 

地方交付税交付金の翌年度への繰越額 5,682 億円に加え、いわば期ズレとしての地方譲与税

譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の譲与後における出納整理期間に係る

租税収入は翌年度に譲与）1,936 億円などです。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計法第８条第１項の規定により、全額を令和元年度の歳入として受け入れ、地方交付税

法や各譲与税法等により令和元年度の地方交付税交付金や各譲与税譲与金に加算して交付・譲与

することとしています。 

 

③  資産及び負債（平成 29 年度特別会計財務書類） 

交付税及び譲与税配付金特別会計貸借対照表（単位：億円、単位未満切捨） 

 

 

 

主な資産は、「地方交付税法等の一部を改正する法律」（平３０法４）第 1 条の規定による改正前

の地方交付税法附則第 4 条の 2 第 2 項の規定に基づき、後年度の地方交付税交付金の総額に加算

することとされている一般会計からの未繰入額です。 

主な負債は、地方交付税交付金を支弁する財源に充てるための財政融資資金及び民間金融機関か

らの借入金です。この借入金には、主に地方公共団体の通常収支の財源不足に充てるために行われ

た借入れと、平成 11 年度の恒久的な減税措置により影響を受ける地方交付税の減収分に充てるた

めに行われた借入れがあり、その残高は、平成 29 年度末で 32 兆 1,902 億円となっています。

（新規借入は平成 18 年度まで実施） 

資産・負債差額は、主にこの負債に計上されている借入金によって発生したものです。  

 

≪28年度≫ ≪29年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪29年度≫ ≪28年度≫

未払費用 0 0

0 0 有形固定資産

29,347 23,045 資産合計

負債合計 344,313 348,938
負債及び資産・負債差額合計 23,045 29,347

借入金

24,765

9,872 7,373

▲319,591 ▲321,268

現金・預金

資産・債務差額

　その他の債務等
　一般会計からの繰入
　　に係る未精算額

15,67219,475

324,172

　その他の債権等
　　一般会計からの
　　未繰入額

321,902

22,410
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