
健全化判断比率 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、平成 26年度に

おける健全化判断比率について、以下のとおり公表します。 

単位：％

早期健全化基準 財政再生基準

(1) 実質赤字比率　　 ― 11.25 20.00

(2) 連結実質赤字比率 ― 16.25 30.00

(3) 実質公債費比率　 -6.2 25.0 35.0

(4) 将来負担比率　　 ― 350.0

杉　並　区

※　「―」は、実質赤字額、連結実質赤字額及び将来負担比率がないことを表します。  

（１）実質赤字比率 

○ 趣旨 実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比

率で、赤字の深刻度を把握する指標です。 
 
○ 算出式 地方税、地方交付税等の一般税源をその支出の主な財源としている一般会計

や一部の特別会計について、歳出に対する歳入の不足額（いわゆる赤字額）を、地方

公共団体の一般財源の標準的な規模を示す標準財政規模の額で除したものです。 

＝ -5.87

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

-6,527,624

111,134,281
× 100

 
 実質赤字額は、下表のとおりです。 

単位：千円
歳出決算額 歳入決算額 翌年度繰越額 実質赤字額

① ② ③ （①－②＋③）

一般会計 166,707,273 173,311,301 161,398 -6,442,630

中小企業勤労者福祉事業会計 63,654 148,648 0 -84,994

合　　　計 166,770,927 173,459,949 161,398 -6,527,624

会　　　計

 
標準財政規模 ＝ ＋

111,134,281 111,134,281

臨時財政対策債発行可能額

0

標準的収入

 
○ 対象となる会計は、一般会計及び中小企業勤労者福祉事業会計です。平成 26年度の

決算では、これらの一般会計等に実質赤字はなく、従いまして、実質赤字比率はあり

ません。なお、一般会計等の実質収支額は 65億 2,762万 4千円の黒字であり、計算上

の比率はマイナス 5.87％となります。 



（２） 連結実質赤字比率 

○ 趣旨 連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標

準財政規模に対する比率で、地方公共団体全体として見た収支における資金の不足額

の深刻度を把握する指標です。 

 

○ 算出式 地方公共団体の全ての会計の赤字額と黒字額を合算して、当該団体一法人と

しての歳出に対する歳入の資金不足額を、その団体の一般財源の標準的な規模を示す

標準財政規模で除したものです。 

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額

標準財政規模

-8,838,817
× 100 ＝ -7.95

111,134,281
 

 

連結実質赤字額は、下表のとおりです。 

単位：千円

歳出決算額 歳入決算額 翌年度繰越額 実質赤字額

① ② ③ （①－②＋③）

一般会計等 166,770,927 173,459,949 161,398 -6,527,624

国民健康保険事業会計 52,367,349 53,068,862 0 -701,513

介護保険事業会計 36,449,039 37,761,892 0 -1,312,853

後期高齢者医療事業会計 12,560,964 12,857,791 0 -296,827

合　　　計 268,148,279 277,148,494 161,398 -8,838,817

会　　　計

 
 

○ 対象となる会計は、一般会計等（一般会計及び中小企業勤労者福祉事業会計）のほか、

国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計の各特別会計で

す。平成 26年度の決算では、各会計とも実質赤字はなく、従いまして、連結実質赤字

比率はありません。なお、連結の実質収支額は 88億 3,881万 7千円の黒字であり、計

算上の比率はマイナス 7.95％となります。 

 



（３） 実質公債費比率 

○ 趣旨 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。公債費や公債費に準じた経費は、削減したり先送りしたり

できないものであり、また、こうした経費の増大は短期間で削減できるものではあり

ません。この比率が高まると財政の弾力性が失われ、他の経費を削減しないと、収支

が悪化し赤字団体に転落する可能性が高まります。 

 

○ 算出式 地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない

経費である公債費や公債費に準じた経費（例えば、債務負担行為に基づく支出のうち

公債費に準ずるものや一時借入金の利子など）をその団体の標準的な規模を示す標準

財政規模を基本とした額で除したものの３ヵ年の平均値です。 

＝
実質公債費比率
　（３か年平均）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－
　　（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

 

 

各年度の基礎数値は下表のとおりです。 
単位：千円

3ヵ年平均（ ＋ ＋ ）÷３ ＝ -6.2 ％

111,134,281＋0－9,639,504

-6.23370 -6.04189 -6.50647

①元利償還金の額　③満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当するもの　⑤一部事務組合等の起こした地方債に充てた
と認められる補助金又は負担金　⑥公債費に準ずる債務負担行為に係るもの　⑧特定財源の額　⑱算入公債費の額（総務大臣が定める
額）　⑮標準税収入額等　⑰臨時財政対策債発行可能額

％
103,944,831＋0－9,331,672

26年度
（1,787,892+64,300＋259,765＋925,133）－(1,315＋9,639,504)

× 100 ＝ -6.50647 ％

％
102,400,909＋3,173,973－8,988,222

⑮　＋　⑰　－　⑱

25年度
（1,725,412+64,300＋322,534＋1,504,006）－(1,004＋9,331,672)

× 100 ＝ -6.04189

24年度
（1,721,900+13,700＋426,268＋806,427）－(994＋8,988,222)

× 100 ＝ -6.23370

（　①　＋　③　＋　⑤　＋　⑥　）　－ （　⑧　＋　⑱　）

 
  

○ 実質公債費比率は、マイナス 6.2％となり、早期健全化基準を大幅に下回りました。 



（４） 将来負担比率 

○ 趣旨 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。前記（１）から（３）の指標は、それぞれ当該年度において解消す

べき赤字の状況や公債費等の負担の状況を示す指標ですが、これだけでは将来の収支

見通しなどの財政情報は十分には分かりません。このため、一般会計等が負担する地

方債残高のみならず、例えば地方公社や損失補償を付した第３セクターの負債を含め

た決算年度末時点における将来負担の程度を把握する指標が必要です。将来負担比率

とは、言い換えれば、一般会計等が背負っている借金が一般会計等の標準的な年間収

入の何年分かを示す指標です。 

 

○ 算出式 地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な

負債に当たる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てるこ

とができる基金等（これを充当可能財源といいます。）を控除した上で、その団体の標

準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したものです。 

将来負担比率 ＝
将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る
　　　　　　　　　　基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
 

算出基礎は別表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



将来負担額
（単位：千円）

23,069,604 16,038,731 0 1,469,518 30,040,950

（分母比） 23 16 1 30
（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 第三セクター等

0 0 0 0 0 0

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

42,496,454 549,350 0 120,335,350

（分母比） 42 1 119

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ Ａ　－　Ｂ

70,618,803 70 163,381,154 161 -92,762,351 -91

標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ Ｃ　－　Ｄ

111,134,281 110 9,639,504 10 101,494,777 100

設立法人の

負債額等

負担見込額

連結実質

赤字額

組合等連結実質

赤字額負担見込額

充当可能基金
充当可能

特定歳入

基準財政需要額

算入見込額

総括表　将来負担比率の状況 （平成26年度）

地方債の現在高
債務負担行為に

基づく支出予定額

公営企業債等

繰入見込額

組合

負担等見込額

退職手当

負担見込額

―

―

＝ ＝
将来負担比率（％）

－

-91.3

 
 

○ 一般会計等が負担する将来の負担額よりも、将来負担額に充当可能な財源の額が上回

るため、将来負担比率はありません。なお、計算上の比率はマイナス 91.3％となります。 

 

健全化判断比率の公表等 

地方自治体は、毎年度、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④

将来負担比率の４つの比率（これを「健全化判断比率」といいます。また、④将来負担比

率を除いた①から③の３つの比率を「再生判断比率」といいます。）並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比

率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとされました。 

健全化判断比率の概要については、次のとおりです。 



・ 一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

・ 実質赤字の額　＝　繰上充用額　＋（支払繰延額＋事業繰越額）

・ 連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、

　　実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の不足額の合計額

ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

実質赤字比率 ＝
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字比率 ＝
連結実質赤字額
標準財政規模

健全化判断比率等の概要について

 

・ 準元利償還金：イからホまでの合計額

イ　満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たり

　　の元金償還相当額

ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への操出金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源

　　に充てたと認められるもの

ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源

　　に充てたと認められるもの

ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ホ　一時借入金の利子

・ 将来負担額：イからチまでの合計額

イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費等に係るもの）

ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額

ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

ヘ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務

　　の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

ト　連結実質赤字額

チ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

・ 充当可能基準額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金

＝
実質公債費比率
　（３か年平均）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－
　　（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

将来負担比率 ＝
将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る
　　　　　　　　　　基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

 
 


