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財政ﾉのjしj≪みｪ,a決算のイロムハ

斜地方目治総合研究所研究員菅原　敏夫

財政健全化法によって　新しい決算分析に
　お署い中をお集まりいただいて、ありがとうご

ざいます。

　今日、いただいた題が「地方財政のしくみと決

算のイロハ」ということです。今ちょうど埼玉県

内の各自治体は９月議会が始まったところや始ま

ろうとしているところだと思います。自治体の９

月議会というのは決算議会とも呼ばれています

が、今年はどのようなことが問題になっているの

か、今年の特徴というものに絞ってお話をしたい

と思います。

　お手元に、レジュメとそれぞれお住まいの市町

村の「財政状況一覧表」、「決算カード」があると

思いますので、それを使いながらお話していきま

す。私の手元にあるのはさいたま市ですが、それ

ぞれ少し違っていたりしますが、ご覧になってく

ださい。

　今、決算はどうなっているのかといいますと、

始まって以来というぐらい非常に大きな変化、特

徴があります。今まで決算でやってきたことと全

然違うことが議論されようとしているのです。

　そのきっかけになったのが財政健全化法です。

自治体の財政を健全化するための法律です。今年

からこの新しい法律ができて、これまでと違う角

度で決算を行なうことになります。もう一つ重要

なことは、この法律には議会に報告すると同時に

市民に公表するということが書かれていることで

す。これから先、２、３週間気をつけていただき

たいのですが、市役所から市民の方に公表されま

す。ｲ可が公表されるのか。下の表のような形の公

表があるようです｡まだ公表されていませんから、

予想ですが。

　今年４月１日から、この４つの比率、指標を公

表するようにという「財政健全化法」が施行され、

こういう表のようなものが公表されることになり

ます。議会にも同じものが報告されますので、今

年の議会は、議員の方も市民の方も同じです。

　２役目にイエローカード、３役目にレッドカー

ドとありますが､こうは書いてないと思いますが、

意味はこのようなことです。今日は、古川市の方

はいらっしゃらないようなので、差し障りがない

ように古川市を例に見ていきましょう。細かいと

ころはひょっとしたら違うかもしれません。この

ようなものが１枚掲示板に張られるか、インター

ネットで公表される。公表の仕方はいろいろある

でしょうけれども、このようなものが１枚、古川

市民のもとに届きます。

　　　　　　　　　ﾇ節欲４つの指標によ雀ご七決算を見る

ここに書いてある４つの指標、実質赤字比率、

４指標 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

吉川市 一 - １３．７ ９１．２

イエローカード １２．５ １フ.5 ２５
３５０（市町村）

４００（県・政令市）

レッドカード ２０ ４０ ３５ ／
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ですが、古川市は13.7.将来負担比率が91.2.自

治体財政健全化法で用いられることになったこの

比率は、いいのでしょうか、悪いのでしょうか。

まず、これまでには無かった数字で決算を見る、

ということを確認していただいて、先に進みたい

と思います。

自治体め決廊め流れは

　では、決算はどのようになっているのでしょう

か。

　多くの会社もそうですが、国や自治体の会計年

度はすべて共通ですね。４月１日に始まり３月31

日に終わる。法律でそう決まっています。日本の

会社のほとんどがこの４月１日始まり３月31日締

めです。もちろん業界によって若干違いますし、

国によっても違います。今、大統領選挙をやって

いるアメリカは10月１日始まりの９月30日締めで

す。ヨーロッパのほとんどの国は１月１日始まり

12月31日締め。年度というのは必ず世界中どこで

も４月１日に始まるというわけではありません。

多分、日本は少数派だと思います。

　ですから、今日お話ししている決算は、今年の

今を去ること５ヵ月前の３月31日に終わった会計

が、いよいよこれから議会に掛かろうとしている

のですレ5ヵ月前。今日まで何をしていたのでし

ょうか。会社だったら、３月31田こ締まりますと

45日以内に決算発表をしなければいけないことに

なっていますので、大体５月の半ばには出してし

まいます。

　やはり役所はのんびりしていますね。会社は５

月、自治体は９月。これはいろいろな仕組みがあ

ってそうなっています。８月になったら監査委員

という役職の人に決算を見せます。市の場合は通

常２人、県や政今市は４人の監査委員がいらっし

ゃいます。去年から少し増やしてもいいよ、とい

うことになりましたので、さいたま市は４人です

が、埼玉県は確か５人になったのではないでしょ

うか。その方々が決算を見ます。健全化法の監査

も行わなければなりませんでしたから、今年は非

常に忙しかったでしょう。そして、一応間違いな

いということになりますと、首長は９月議会にそ

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率は、今度初めて使われる言葉です。この新しい

４つの言葉を使って決算を見ていこうということ

を法律で決めたわけです。今までとは全然違うや

り方になったわけです。

　この指標は、今年が初めてですのでだれも経験

がありません。これまでひそかに作ってきたとい

うこともありませんので、市役所の職員もこれを

出すのは初めてです。ですから、ここにいらっし

ゃる議員の方も、市民の方も、市役所の職員の方

も横一線、スタートラインに今立ったばかりで全

く差がありません。

　多分､解説も何も出ないで公表されるでしょう。

この古川市の数字はいいのでしょうか、悪いので

しょうか。これがいいのか悪いのか、そして一つ

一つがどのような意味を持っているのか、まだだ

れも知りません｡そのぐらい新しいことなのです。

　ですから、決算の読み方が、からっと変わって

しまいます。もちろん今までの手法も途切れない

ように続けてやっていくべきですけれども、今度

から新しく始まったこれを読みこなさないことに

は､決算の議論ができなくなってしまったのです。

　具体的なものがあったほうが分かりやすいです

から、吉川市の指標を挙げたわけですが、これを

基にして、所沢はこれより良かったのか悪かった

のか、さいたま市はどうか、というような感じで

議論を進めてまいりたいと思います。

　お手元の決算カードをご覧ください。決算カー

ドというのは、その市の決算をぎゅっと１枚にま

とめたものですが、総務省のホームページから人

手できます。このような言葉があるかどうか、探

してみてください。「実質赤字比率」というとと

ろがどこかにあるでしょうか。「連結」という言

衰は、どうでしょう。どこを探しても一つも無い

ですね。「実質公債費比率」は、あるところと無

いところがありますが、所沢市にはあります。さ

いたま市はありません。「将来負担比率」、これも

ないですね。決算カードにない。つまり、これま

で決算カードでやってきたやり方はちゃらになっ

てしまった、ということです。

　実質赤字比率と連結実質赤字比率には線が引い

てあります。これはいい印なのか、不吉な印なの

か。実質公債費比率はあったり無かったりするの
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の決算を提出します。

　　　　　　　　　　　ﾉ回ﾉﾐ゛ﾐ叉イエローカ÷ﾊﾄﾞと]レッドカード

　今出よ、ここに議員の皆さんもいらっしゃって

いるようですが、すでに議案が渡されて、その中

の報告事項にこの数値は入っていますから、もう

ご覧になっているかと思います。

　それをちょっと簡単にしたのがこの表です。イ

エローカードとレッドカードの数値が書いてあり

ます。これだけでは何だかよく分からないですか

ら、ここから先は少しずつ見ていきたいと思いま

す。

　まず、イエローカードの意味とレッドカードの

意味を申し上げたいと思います｡イエローカード、

レッドカードという言葉は、分かりやすいように

表現しているだけで、実際は、早期健全化基準と

か、財政再生基準というような感じで書いてあり

ます。

　イエローカード､これは「気をつけなさいよ」「ち

ょっと体重が多いので食事の改善計画を出しなさ

い」ということです。だから「胴の周りが95セン

チありました。食事の改善メニューを上田知事に

出してください」というのがイエローカードです。

中身は後でお話します。

　それから、側ったら胴の周りが400センチを超

えてしまった。これはもうだめ、入院というのが

レッドカードです。イエローカードは上田知事に

食事改善の計画書を出す。レッドカードになりま

すと入院です。つまり基本的に夕張と同じことを

しなければいけないのがレッドカードです。

　では､夕張でどのようなことが起こっているか。

夕張は、今､財政再建団体になっています。今度、

法律が変わって、財政再生団体。［建てる］とい

うよりも「生きる」というほうが縁起がいい、と

いうことになったのでしょうかね。夕張はいつの

日か再生団体というように名前が変わるかもしれ

ません。この再生団体というのはレッドカードで

ありまして、こうなると大変です。

　夕張は、今年の冬の初めボイラーが故障しまし

た。北海道ですからボイラーが故障して暖房が効

かないなどということになったら、これは凍え死

埼玉自治研　N0.30　2008.9

んでしまいます。しかし、今の夕張にはボイラー

が故障したら直すという予算が含まれているはず

がありません｡実際は分かりませんが､予備費も無

いでしょう。決められた予算のとおりにしなけれ

ばいけませんぷ)で、ボイラーを直せなかったので

す。

　夕張の消防本部には救急車が２台あります。１

台は壊れてしまいました。新しい救急車を買った

り、救急車を修理することができませんでした。

このようなこと一つ一つに総務大臣の許可が要る

のです。仕方がないので夕張市はボイラーを我慢

して、救急車は北海道から借りました。というよ

うに極端に、はしの上げ下ろしに至るまで総務大

臣の許可が無いとすぐにはお金を使えない、これ

がレッドカード。入院で医者の承諾が無ければい

ろいろなものを食べたりできないという入院状態

です。

　また、この病院は、入院すると差額ベッドの料

金が掛かります。どのようなことかというと、夕

張市民は皆さんよりも住民税を余計に払っていま

す。現在、住民税というのは、ここにいらっしゃ

る皆さん、町村も含めて、例外なく６％です。と

ころが、日本でたった一つ夕張市だけ市民税が

6.5％です。

　また、固定資産税、これは多少違いがあるので

すけれども、現在、普通のおうちであれば1.4％。

多分これが一番多いと思いますけれども、夕張市

民は1.5％払います。というように、この再生団

体になるとボイラーも直せない、救急車も買えな

い。なおかつ市民は、保育料はもちろん高くなる

し、水道判･金も高くなる。そして、税金も高くな

る、という状態になります。これがレッドカード、

財政再生自治体です。だから、取りあえずイエロ

ーカードが出たら、早くカロリーを落として、あ

るいは脂っこいものを食べるのを止めて、早く立

ち直らなければいけないということで、そのため

の数値が示されています。

　　　千千忙４つの指標の意味は

　　　千千ﾔ仁J゛
①「実質赤字比率」

　ご自分でお持ちの決算カードを見てください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５



ちょっと使える数字がありますので、どのように

なっているか、見ていきたいと思います。実質収

支比率を見てください。この数値は、どこの決算

カードにもあります。これは、すごく簡単な数

字で、黒字の幅が、あるいは赤字の幅がどのぐら

いかを見ます。さいたま市の場合には、実質収支

比率が3.0％。所沢は4.2％。伊奈はどうでしょう、

9.2％です。伊奈が一番黒字の幅が大きい。　１年

間に入ってくるお金のうちの９％は余ってしまっ

た。　３％余ったというのがさいたま市、4.2％余

ったというのが所沢市、というので、これは黒字

です。

　実質赤字比率は赤字のときだけ数字を書くとい

うことになっていますので、黒字の場合は書きま

せん。それで、ここに線が引っ張ってある。線が

引っ張ってあるというのは黒字だという印です。

赤字だったら数字を書きます。この実質赤字比率

と連結実質赤字比率は、実を言うと県・市町村の

大きさによってイエローカードの数値が違います

（表１を参照）。

　ここにいらっしゃる方の自治体で赤字のところ

はありません。どこも黒字ですから、線が引っ張

ってあるだけです。でも、不親切ですね。黒字た

ったら、どれぐらいの幅の黒字なのか。伊奈のよ

うに９だったら黒字を使い果たすまで随分お金を

使えるけれども、0.1とか0.2だったら赤字すれす

れでしょう？どれくらい黒字なのか分かったほう

がいいのに､線を引くという決まりになりました。

線が引っ張ってあるのは黒字。どれだけ安心して

いいか分からないけれども、取りあえずは安心と

いうことです。

②「連結実質赤字比率」　　　　　　　　　　｀

　２番目、連結実質赤字比率。これは、決算カー

ドのどこを探しても似ているものもありません

し、使えるものもありません。今度は、「財政状

況一覧表」を見てください。私の手元にあるのは

さいたま市ですが、大きい市ですから２ページに

わたっていますけれども、通常１ページぐらいで

収まります。財政状況等一覧表は公表されていま

すので､県のホームページで見ることができます。

　　http://www..ref.saitama.1.ｌ/A02/B000/zaisei3/

　　zaisei3toukei’ouhou-zaisei‘oukou-h18､htm

　連結というのは何を連結するかといいますと、

６

財政状況一覧表の「１、一般会計及び特別会計の

状況」と、［２、１以外の特別会計の財政状況］

を連結する。つまり、市役所で福祉をやったり学

校を建てたりするのを一般会計と言いますが、そ

のほかに介護保険とか、国民健康保険とか、ある

いは水道。あるいは下水道。あるところでは病院。

そのような役所の親戚だけれども会計は別になっ

ている、１と２の特別会計を連結したものを連結

実質赤字比率と呼びます。

　古川市というのは、あまり大きな市ではありま

せんが、介護保険もあるし何もあるのですが、み

んな黒字なので数字を書かないというルールで、

ここに線が引いてあります。前と同じで、この連

結実質赤字比率は、線が引っ張ってあれば取りあ

えず安心。だけれども、本当にそれで大丈夫なの

かというのは、この財政状況一覧表を見てみなけ

れば分かりません。「１、一般会計及び特別会計

の財政状況」の４列目にあります、実質収支。こ

こに△がついていると赤字です。さいたま市を見

ていますが、一般会計は黒字。それから用地先行

取得事業会計がゼロ、以下ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼ

ロ……。実質収支ゼロ。これは赤字ではない、と

いうことです。

　次に、「２、１以外の特別会計の財政状況」の

ほうはどうでしょう。これも同じ４列目「純損益

（実質収支）」というところを見てください。どう

でしょうか。ありますねえ。さいたま市は、老人

保健事業は実質収支、純損益がマイナス。△603

と書いてある。

　所沢は、どうでしょう。この縁起の悪い白い三

角がありましたね。国保にもありますし、それか

ら病院。これが赤字になっている。ただ、その赤

字の幅が大きくなかったから全体としては穴埋め

できたので全部黒字になりました、ということな

んですね。赤字はあるけれど、全部足してしまっ

たから埋まった。連結する前は国保と病院は赤字

でした。老健は赤字でした。線が引いてあるだけ

では分からないのですが、この一覧表を見ると分

かる、ということです。

　それにしても、「連結」というのは、どんぶり

勘定で、本来は一つ一つ並べるべきですよね。会

計の言葉で併記といいますが、一つ一つの問題が

見えることのほうがずっと親切なわけですね。実
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は、会計の言葉では、どんぶりで足してしまう

ことは連結と呼んではいけないことになっていま

す。合算と呼ぶのです。足してどんぶりにしてい

るのですから、言葉の正確な意味では合算実質赤

字比率なのです。わたしは、併記、並べて書くと

いうことのほうがずっと市民には分かりやすいの

ではないかと思っています。どこが黒字で、そこ

の幅はどれぐらいかというのが分かれば一人一人

判断できるでしょう。全部足してしまったら一応

黒字になりましたというのは、病院に入院してい

る患者さんや国保のメンバーである市民の人には

安心の材判･にならないのです。

　全体としては黒字だけれど､赤字の部分がある。

すると市長さんは何を考えるのでしょうか。国民

健康保険が赤字だ。国民健康保険料を値上げさせ

てもらわなければいけない､と考えるでしょうね。

あるいは､病院。新聞でご存じだとおもいますが、

千葉県銚子市立総合病院は９月１日でやめてしま

った。劇的な効果ですね。ここで、赤字がどんど

ん増やすようなことになれば、大変だということ

で､病院をやめてしまうというのです。銚子市は、

この間、市長が交代して病院を立て直すと言った

のに、これを見てがく然として、やめてしまう。

銚子の市長さんでなくてもこれからは考えがちで

はないですか。

③「実質赤字比率」

　次に３番目。実質公債費比率はどのような意味

で言っているのか。所沢市には、決算カードにま

だありましたけれども、さいたま市の場合は、去

年まであったのに、今年はなくなってしまった。

実は、実質公債費比率という言葉は同じでも、違

うものになってしまったので決算カードには書か

なくなったんですね。

　公債費というのは、借金の元利償還。つまり借

金の返済とその利子の支払いのことですが、公債

費比率は、年収のどのぐらいの割合を払っている

かということです。それに、わざわざ「実質」と

いう言葉を使っているのは、借金という名前では

ないけれども、実質的には借金だ、というものも

拾い出すということです。

　わたしたちの家計で言いますと、銀行からお金

を借りる、住宅ローン、車のローン、これはだれ

が何と言っても借金ですから、これの支払いや利
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息分の支払いは公債費。これは当たり前です。

　ところが、このようなのがあります。一緒に住

んでいる両親からちょっとお金を融通してもら

う。借金とは言わないけれど実質的には人から借

りている。子供に「お小遣いを１ヵ月分差し出し

なさい」という命令を出す。子供に借金したと言

わないけれども、これは実質的に借金ですので、

それを子供に返すときには公債費。家を建てるた

めに貯金をしてきた。ところが、いよいよ困って

しまったので、その貯金に手を付けて取り崩して

しまった。でも、家を建てるためにはもう１回補

てんしなければいけない。自分のお金だから惜金

とは言わないかもしれないけれど家を建てるのに

いつかはちゃんと返さなければいけないので実質

的には借金でしょうね。

　ちょっと難しい話ですけれども、ＰＦＩという

言葉を聞いたことがあると思いますが、プライペ

ート・ファイナンシャル・イニシアチブ。銀行が

市役所に代わってお金を借りてくれる。自分は手

を汚さなかったけれども、これも借金のうちです。

　というように、実質公債費比率というのは、「借

金」という名前ではないけれども、細々としたも

のも全部見た上での借金とその利子の支払いとい

うことで、これの収入に対する割合です。古川市

の場合は、標準財政規模のうちの13.7％は借金お

よび借金に類するものだ、ということです。

　去年まで、そのようにして計算したものを見ま

したら、全国で20ぐらいの自治体がこのイエロー

カードを超えていました。４つか５つかはレッド

カードの30を超えていました。

　ということで、結構これは危ないなということ

になりました。例えばこの近くでは横浜市。昨年

の段階で26を超えていました。千葉市は、今年25

を超えるはずです。

　そこで､こっそり計算の仕方を変えてしまった。

　何か変わったのかといいますと、算出する式を

変えて、都市計画税を加えることにしました。都

市計画税と固定資産税の課税対象は同じ土地と家

屋ですから、固定資産税1.4％と都市計画税0.3％

で、1.7％払っているのですが、都市計画税とい

うのは目的税ですので、取らないところもありま

す。例えば、古川市は確か都市計画税は無かった

と思います。都市計画区域がないところでは、勿

７



論都市計画税はありません。日本全国で言うと、

ないところのほうが多いかもしれないですね。そ

れを計算に入れることにしたのです。あるところ

と、ないところがはっきりしているものを計算の

中に入れるというのは、絶対不公平でしょう。不

公平だけど､横浜市を救うのはこれしかなかった。

都市計画税を入れたら、横浜市は今まで26で、27

になる危険があったのに、19になった。８ポイン

トも下がりました。芦屋市は10ポイントも下がり

ました。つまり、都市計画税というのは土地の値

段にかかるわけですから、地価が高くて、都市化

しているところにはいいのですが、駅の周り以外

は調整区域というところでは､全く役に立たない。

本当に困っている長野県の大滝は、スキー場ばか

りですから都市計画税は１円もかかっていない。

夕張市はほとんど山とメロン畑ですから都市計画

税なんてほとんどありません。本当に困っている

ところの数値は少しも改善しないで、大都市地域

だけは数われることになったしまった、というこ

とです。

　ですから、同じ「「実質公債費比率」でも全く

別物ですから、これまでの「実質公債費比率」と

比べることは、根本的にできないですね。

④「将来負担比率」

　それから、最後の将来負担比率。これは今ある

借金の総額ですが、イエローカードは県や政今市

は400で、政今市以外の一般の市町村は350、2段

階になっています。これにはレッドカードがあり

ません。どれほど借金をしても、これで引っ掛か

ることはありません｡イエローカード止まりです。

これを超えるところは結構あるのではないかなと

思いますが、これは分からないですね。今まで本

当に出したことがない数字なので。

　その借金を４種類に分けました。築上番目の種

類は借金そのものです。地方債という名前で呼ば

れています。２番目の借金類似のものというのは

債務負担行為という名前ですけれども、借金の裏

書きです。皆さんのところに上地開発公社とか、

ちょっと名前は違うかもしれませんけれども、市

役所に成り代わって土地を先行取得、土地を先に

買ってしまうというところがありますね｡例えば、

最近少なくなったかもしれませんが、学校を造る

ときに、学校というのは土地が足りないのでちょ

８

っと１年間待ってくださいというわけにいきませ

んから、土地の先行取得というのをします。それ

をする組織が土地開発公社というので、市役所の

名前を借りて、土地を先に買ってしまうのです。

　けれどもペーパーカンパニーですと、そのよう

なところに銀行はお金を貸してくれません。なの

で「この土地は絶対に市役所に売れますから銀行

さん貸してください」というわけですね。だか

ら、借金をしたのは土地開発公社かもしれないけ

れど、必ず市役所が買い戻してくれるという約束

付きなので、実は市役所が借金したのと同じとい

うことになります。

　また、駅前の再開発で何とか組合というのが土

地を買った。けれども、そのような危ない会社に

貸すところはありませんから、市役所が責任を持

ってこの土地をちゃんと買い取りますという、債

務負担行為です。２番目の借金類似のものです。

　３番目。これはちょっと分かりにくいかと思い

ますけれども、今年の３月31日、つまり前の年度

の年度末の時点で市役所にいる職員が全員辞めた

ときに支払わなければいけない退職金の額。これ

が３番目の借金。

　４番目。第三セクターなどです。三七夕にお金

を貸していて、そこが倒産したら市役所が代わっ

て払わなければならないお金。例えば、埼玉県が

埼玉高速鉄道という会社の借金の保証人になって

いますね。埼玉高速鉄道というのが、浦和レッズ

にだれもお客加入らなくなって鉄道会社がつぶれ

てしまったときには埼玉県がお金を払わなければ

いけないですね。通常、損失補償とか債務保証と

言われています｡借金の連帯保証になっている額。

自治体の言葉では損失補償というものですが、わ

たしたち個人でいう連帯保証人です。

　実は、これによって、三七夕のチェックもでき

るのではないかという気がして、そうも書いてき

ましたが、実際に審査してみたら愕然としまた。

ほとんど引っ掛かっていないですね。なぜかとい

うと、損失補償契約をちゃんと結んでいないとこ

の数字に表れないというのと、損失の程度を５段

階に分けて、銀行が貸すときに貸し出し危険だと

か、安定だとかに分けるのと同じようなことをや

るという仕組みにしたのですね。自治体は銀行で

はありませんから､貸出先が危険なのかどうかは、
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ちゃんとなどできっこないのです。

　それと、損失補償はしているのだけれども、損

失補償契約をしているかどうかというと、必ずし

もしてないですね｡ほとんど漏れてしまうのです。

だから、三七夕をこれで引っかけるというのは、

本当に至難のわざです。しかし、今までは外郭団

体など何も無かった、情報も出されないし、だれ

も気をつけてみようとも思わなかったのが、今度

はそういうことが話題になるくらいにはなったわ

けだから、わたしは前進だとは思いますけれど。

　いずれにしても、この４つを全額足します。借

金そのもの、債務負担行為、退職金総額、連帯保

証の額、この四つを足して、それが収入の４倍に

なったらイエローカードですよということです。

古川市の場合には、91.2％ですから、0.912年あれ

ば、４つ全額足した借金を返せるわけですね。給

料も払わない、生活保護も出さない、何もしない

で0.912年我慢すれば借金が返済できるというこ

とになります。　１年で返せてしまう、何かあっと

いう間ですね。皆さんの家計で例えば年収500万

とすると、古川市と同じ91.2％の場合、借金の総

額が450万。「いや、大したことないな」という感

じでしょう？年収500万の人の借金総額が450万。

何か、がく然とするぐらい少ない数字だと思いま

せんか？

さらされたのでは選挙も戦えないだろうと思っ

て、この実質赤字比率や連結実質赤字比率のよう

に赤字でなければ書かなくていいよとか、実質公

債費比率や将来負担比率も低い数字が出るように

出るようにというようにしてしまったのですね。

　だから、これは新しい決算分析の仕方なのです

が、だんだん実績を積み重ねていかないと、まだ

不安定ですね。いろいろ手を変え、品を変えて、

数字が低く出るようにしていますから。確かに、

市長さんは「いやいや、一一安心だ」となると思い

ますが、市民にとってはあまり幸せなことではな

いのです。

　私の予想では、今の段階でレッドカードが出る

ところは一つもありません。ひょっとすると夕張

にもレッドカードが出ない可能性があります。少

なくとも夕張の上は一つもありません。イエロー

カードは全国で４０くらいでしょう。これはちょ

っと「当たるもハけ当たらぬもハけ」ですが、こ

の４つの指標のうち、１つでも引っ掛かるのが、

４０ぐらいあるのではないかと思いますね｡まが、

全然公表されていないのにいきなり言うのもなん

ですが、そのような感じではないでしょうか。で

すから、徐々にきつくなっていくかもしれません

けれども、取りあえず効き目がないのです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兄子百千

　　　　　　　　ブザ、　　　　　　　　　　　　　議会の責任ば重大に

正確には見卑岑ご参い財政状況　　　　　　　　　　ヤ註‾ﾚ……

　　　　　　　　゛………う回J｀ヽji.゛j｀':-　　　　　　　　　　　　　　最後に、財政健全化法における議会との関係に

　こういう説明を了解していれば、これを見た吉

川市民はどう思うでしょうか。「１番目、実質赤

字比率は黒字。一応命とられることはなさそう

だ。２番目、連結実質赤字比率も黒字。よそにも

あんまり赤字はないんだ。３番目、実質公債費比

率13.7。イエローカード25の半分ちょっとだから

まだまだ余裕はありそうだ。借金返しても結構残

りそうじゃん」と思うでしょうね、多分。

　ここにいらっしゃる皆さんも、この指標が公表

されたときに、これと引き比べてみてください。

「結構、うちの市長もよくやるじゃん」となって

しまうのではないのでしょうか。

　これは、総務省がやはり市長さんのことを考え

て、あまり悪い数字が出て市民の批判にいきなり

ついてお話します。先ほどお話したように、４つ

の指標は議会と市民に同時に公表されることにな

りました。これまでの決算は、議会で認定されて

はじめて市民に公表されてきましたが、４つの指

標は､決算認定よりも早く公表されてしまいます。

そこだけ見ると議会軽視のようですが、この財政

健全化法はたった30条ぐらいの法律なのですが、

「議会」という言葉が15回も登場します。議会に

報告する、議会で議決するということのオンパレ

ードで、すべて議会が干渉するという仕組みにな

っているのです。指標の公表が議会の決算認定よ

り早いか遅いかということはあるけれど、この健

全化ということに関しては議会は責任を負ってい

るのです。
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　これは、現在、夕張が再建団体になっている古

い法律の再建法と全く違います。変ですが、夕張

の場合は議会が監視しなくてもよかった。つまり

再建法は、いよいよ自治体がだめになったときに

は再建団体になるという議決はするのですが万歳

になるまでは何の権限も何の議決も必要が無かっ

たのです。

　しかし、今度からは毎年報告を受けて、イエロ

ーカードが出たら財政健全化計画というのを議決

しなければいけません。認定でも報告でもありま

せん。議会はそれを議決する、あるいは議決しな

いことによって必ず関与することになります。

　夕張市の市会議員は、「知りませんでした」と

言うことができました。政治的にも道義的にもそ

ういうわけにはいかなかったと思いますが、制度

的には、言えたわけです。でも、今度からは毎年

必ず報告されますから「知りませんでした」とい

う言い訳は使えません。議会の役割と責任の重さ

は夕張の比ではなくなりました。

　もう一つ議会と関連して、監査委員の問題があ

ります。夕張があのようになる前に監査委員は何

か言うべきだったのではないか。ところが今、夕

張が再建団体になっている財政再違法には「監査」

の「か」の字も出てこない。だから、監査委員が

夕張のことを見過ごしていたとしても、それは制

度的にはしょうがないのです。

　でも、今度の健全化法には、「監査」というの

が24回も出てくる。知らなかったとは言えないで

すね。そして、この監査がもし２人いらっしゃる

ときには、お一人は必ず議員の方ですね。議会選

出の監査委員です。

　ですから議会は、報告を受けるから必ず知っ‘て

いるはず。議会から選出された監査委員は必ず見

ているはずなのです。これからは「知らなかった」

では絶対に済まされない、ということになります

ね。

　ところが総務省の本音は、ちゃんとコントロー

ルできるのか、疑いを持っている。だから複線化

して、こちらも見なければいけない、あちらも見

なければいけないという形で、自治体の決算その

ものに責任を負うというのではなくて、数値を報

告して、それをちゃんと見ておくというのにとど

めたのです。

10

　それから、監査委員として見ているのだけれど

も議会選出の監査委員はやめよう、議会から監査

委員を出さないようにしようという法改正が行わ

れる予定です。議会はただ報告を聞くだけという

地位に成り下がってしまうかもしれません。今の

雰囲気では来年の通常国会に地方自治法の改正案

が出て、議会選出の監査委員をやめてしまおうと

いうことが出てくるだろうと思います。これは賛

成するにしても、反対するにしても非常に大きな

問題です。

　それから、明らかに中央集権になっています。

法律の中でわざわざ総務大臣の勧告権が書かれて

います。今までは、それは知事がやることだった

のですが、新しく総務大臣の権限が増えました。

　夕張が再建団体になる１年前に再建を終えた福

岡県赤池町というのがありますね。 10年前の再建

団体ですが、ここ14年の間に再建団体は赤池と夕

張の２つしか現れていない。けれども、もう死に

そうになっているうわさがいっぱいあるでしょ

う？なぜそうなのかいうと、今までは再建団体と

いうのは、いわば「再建団体になりたかったらど

うぞ」という話だったのです。つまり任意だった

のです。だから､再建団体というのは格好悪いし、

ならないのです。でも苦しいわけですから、自主

再建。労働組合と話しして、少し給料を下げても

らったり、いろいろやる自主再建というのが圧倒

的に多かったからです。

　でも、今度はそのようなことが許されない。全

部公開しますから、そのような数値が一つでも超

えていれば必ず計画をまず知事に出す。レッドカ

ードになったら総務大臣に出さなければいけない

と決められてしまいました。今度からは自主再建

なし、自主再建という言葉もあり得ないです。そ

ういう意味からも、最近珍しい中央集権的な法律

になっています。

　ただ、その外側には、夕張を見ていて「任しと

いちゃったら、ああなる。大変だ」という気持ち

をみんなが植え付けられた。「この機会を逃さず

やっちゃおう」ということを総務省は考えたでし

ょうね。悪い意図だったのか、親切なのかは知ら

ないけれども、この機に乗じて、やはりちゃんと

総務大臣が□を出す仕組みというのを入れておか

ないと「信用できない」と思ったということは当
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然考えられますね。そういうタイプの法律になっ

ています。

　今日の話しのポイントを整理しますと、財政健

全化法で地方財政の見方が全然変わってしまっ

た。４つの指標、実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率という、これ

までなかった新しい指標で見ていくことにしよう

と法律で約束した。

　そして、この４つの指標は、残念ながらちょっ

と甘めに出るようになっている。今まで「こんな

表１　健全化判断基準

に借金しやがって、何だ」とさんざん皆さんは責

め立てたに違いないのだけれども、出てくる数字

は、見てくれ「いや、もっと借金しても大丈夫な

んですよ」という数字が出るようになっている。

これは出てからのお楽しみではありますが、その

ような状況になっていて、出てきた数字の見方や

意味をお話しました。

　（９月６日に開催した、2008年度第１回公開セ

　ミナー「財政のしくみと決算のイロハ」を、事

　務局の責任でまとめたものです）

標準財政規模

早期健全化基準

都　　　　道府県　　　　政令市　　　　　　　　　　　　　市区町村

　　　　　　　　　　500－200　　　　　　　　　　50億円500億円超（4）　　　億円　　　200－50億円　　未満

実質赤字比率 ５強（1）　　　　3.75　　　　　　11,25　　　　　　　11,25　　　　11.25ヽ⌒12.5　　　12.5－15　　　　15

連結実質赤字比率 10強（1）　　　　8.75　　　　　　16.25　　　　　　　16.25　　　　16.25－17.5　　　17.5－20　　　　20

実質公債費比率 25

将来負担比率 400 350

財政再生基準

都　　　　　道府県　　政令市･市区町村

実質赤字比率 ８程度(1)　　　　5　　　　　　　20

18程度田　　　　15　　　　　　30

28程度(2)　　　25(2)　　　　40(2)

23程度(3)　　　20(3)　　　　35(3)

肇結実質赤字比

実質公債費比率 35

将来負担比率

　　①東京都に適用される実質赤字比率の財政再生基準は、標準財政規模のう牡都区財政調整の配分率（55％）で案分した区相当分に20％、

その分を控除した残りの額に5％を適用し平均する、

　　（2）2008/2009年度決算

　　（3）2010年度

　（4）実質赤字比率の標準財政規模別早期健全化基準の数値は、政令指定都市・標準財政規模500億円超の市は（20+2.5）÷2、200億円以上

500億円未満の市は（25A十1000億）÷240A、50億円以上200億円未満の自治体は［7A十］00億）÷60A、50億円未満の自治体は（20十10）

÷2の式に従う。Ａはそれぞれの標準財政規模。連結実質赤字比率はそれぞれに５を足す。
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