
○　令和２年度予算

・歳入歳出予算の概要

歳入 当初予算額
第１次補正後
予算額 歳出 当初予算額

第１次補正後
予算額

他会計から繰入 16,263,479 16,288,361 地方交付税交付金 16,930,566 16,930,566

　 一般会計から繰入 15,863,623 15,888,505 　地方交付税交付金（通常収支分） 16,588,217 16,588,217

　 財政投融資特別会計から繰入 60,040 60,040 　震災復興特別交付税 342,349 342,349

　 東日本大震災復興特別会計から繰入 339,816 339,816 地方特例交付金 200,727 225,609

租税 4,004,800 4,004,800 交通安全対策特別交付金 54,311 54,311

　 地方法人税 1,456,400 1,456,400 地方譲与税譲与金 2,608,603 2,608,603

　 地方揮発油税 235,800 235,800 　 地方揮発油譲与税譲与金 238,900 238,900

　 石油ガス税　　　　 　　　　    6,000 6,000 　 森林環境譲与税譲与金 40,000 40,000

   特別法人事業税 821,400 821,400 　 石油ガス譲与税譲与金 6,300 6,300

　 自動車重量税　　　　 　　　 286,900 286,900    特別法人事業譲与税譲与金 2,010,900 2,010,900

　 航空機燃料税　　　　　　　　 15,400 15,400 　 自動車重量譲与税譲与金 284,500 284,500

　 特別とん税　　　　　 　　　　　 12,500 12,500 　 航空機燃料譲与税譲与金 15,400 15,400

   地方法人特別税 1,170,400 1,170,400 　 特別とん譲与税譲与金 12,600 12,600

借　入　金 30,712,295 30,712,295    地方道路譲与税譲与金 3 3

雑　収　入 2 2 事　務　取　扱　費 262 262

前年度剰余金受入 801,533 801,533 諸　支　出　金                            427 427

国債整理基金特別会計へ繰入 31,789,709 31,789,709

予　備　費 2,600 2,600

合計 51,782,109 51,806,991 合計 51,587,205 51,612,087

・他会計からの繰入金の額及び繰入れの理由

　 一般会計からの繰入・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,888,505 百万円

　　　　 を支弁する財源に充てるため。

　 東日本大震災復興特別会計からの繰入 339,816 百万円

・借入金の額及び借入金を必要とする理由

　 借入金の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,712,295 百万円
　 （理由）地方交付税交付金を支弁する財源等に充てるため。

　 （理由）地方交付税法等に基づき、地方交付税交付金（震災復興特別交付税）を支弁する財源に充てるため。

（注１）　各係数は、単位未満を四捨五入したものであり、合計値が一致しない場合がある。

　 （理由）地方交付税法等に基づき、地方交付税交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

（単位：百万円）

（注２）　歳入歳出予算が一致しない（194,904百万円）のは､歳入予算において令和２年度の歳出（地方譲与税譲与金）となる令和２年度の出
納整理期間等に係る租税収入（186,700百万円）を計上しており、歳出予算において令和２年度に交付される交通安全対策特別交付金（8,204
百万円）を計上していないため。

Ⅱ 予算に関する情報



○歳入及び歳出の概要 （令和２年度予算額）

歳入（当初予算額：517,821億円） 歳出（当初予算額：515,872億円）
　　　　　　　　     （第１次補正後予算額：518,070億円） 　　　　　　　（第１次補正後予算額：516,121億円）

一般会計から繰入 地方交付税交付金

（地方交付税法第16条、附則第14条）

165,882億円

158,636(158,885)億円

地方特例交付金

財政投融資特別会計から繰入 （地方特例交付金等の地方財政の特別措

（特別会計に関する法律附則第10条）   置に関する法律第5条）

600億円 2,007(2,256)億円

租　税 交通安全対策特別交付金

40,048億円 （道路交通法附則第16条）

地方法人税　　　 　　　 　 14,564億円 543億円

（地方法人税法第1条）

地方揮発油税　　　  　　   2,358億円 地方譲与税譲与金

（地方揮発油譲与税法第1条） 26,086億円

石油ガス税　　　　     　　     60億円 地方揮発油譲与税譲与金　 　 2,389億円

（石油ガス譲与税法第1条） （地方揮発油譲与税法第4条）

特別法人事業税　　　　 　8,214億円 森林環境譲与税譲与金　  　　　 400億円

（特別法人事業税及び特別法人事 （森林環境税及び森林環境譲与税に関する

業譲与税に関する法律第29条） 法律第30条）

自動車重量税　　　　 　　　2,869億円 石油ガス譲与税譲与金　　　 　　 63億円

（自動車重量譲与税法第1条） （石油ガス譲与税法第3条）

航空機燃料税　　　　　　　　 154億円 特別法人事業譲与税譲与金　　 20,109億円

（航空機燃料譲与税法第1条） （特別法人事業税及び特別法人事業譲与税

特別とん税　　　　　 　　　　　125億円 に関する法律第31条）

（特別とん譲与税法第1条） 自動車重量譲与税譲与金　　 2,845億円

地方法人特別税　　　　　11,704億円 （自動車重量譲与税法第3条）

（地方法人特別税等に関する暫定措 航空機燃料譲与税譲与金　　　 154億円

置法第32条） （航空機燃料譲与税法第3条）

特別とん譲与税譲与金　　　　　 126億円

借　入　金 （特別とん譲与税法第3条）

（特別会計に関する法律附則第4条） 地方道路譲与税譲与金　　　    　 0億円

307,123億円 (地方税法等の一部を改正する法律

（平成21年法律第9号）附則第14条第2項)

雑　収　入

（特別会計に関する法律第23条） 事　務　取　扱　費

0億円 （特別会計に関する法律第23条）

3億円

前年度剰余金受入

（特別会計に関する法律第8条、第 諸　支　出　金                            

25条） （特別会計に関する法律第23条）

7,990億円 4億円

国債整理基金特別会計へ繰入

（特別会計に関する法律第17条）

317,897億円

予　備　費

26億円

　【東日本大震災分】

東日本大震災復興特別会計

から繰入

（特別会計に関する法律第229条） 地方交付税交付金（震災復興特別交付税）

3,398億円 （地方交付税法第16条、附則第13条）

3,423億円

前年度剰余金受入

（特別会計に関する法律第8条、第

25条）

 25億円

　【通常収支分】

（特別会計に関する法律第24条、附
則第4条、第9条、第10条）
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（注）　１　各係数は、単位未満を四捨五入したものであり、合計値が一致しない場合がある。
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