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現代日本をどう捉えるべきであろうか。最近

のメディアには、毎日のように様々な事件や事

故の報道がなされ、現代日本人の人間性に触れ

たコメントが付記されつつ、不安が表明され続

けている。その傾向をできるだけ絞り、ここで

は、『恐れを知らない』、『自己欲求を弱い者い

じめで満たす』、『自己中心的』と整理させてい

ただきすすめてみたい。

私たち日本人は、古来から庶民の間で、「お

天道様が見てる」、「天はお見通し」、「大自然の

中で生かされている」というような感覚を共有

していた。それもつい最近までである。畏怖心

というものを持っていたのである。それが欲求

の暴走を抑える働きをしていた。ところが、た

とえば近代科学技術の目覚しい進歩は、人間に

はなんでもできるという誤解を生じさせ、傲慢

さを増長し、畏怖心はもちろんのこと、謙虚さ、

礼節といったものを失わせつつある。

また、昭和30年代までは、子供たちの世界で

も、卑怯な行いを卑しむべきものとし、それを

恥ずかしいと感じる羞恥心を持ち合わせてい

た。当然、地域社会もそう認識していた。した

がって、卑怯な行為にたいしては、軽蔑の目が

注がれることになり、自嘲を迫られ、結果、導

かれていたのである。しかし、今は、「いじめ」、

「幼児虐待」、「家庭内暴力」等々と、子供から

大の大人までが限りなく弱者に向けて、自らの

欲望の対象にしたり不満を解消しようとするも

のが後を絶たない。

さらに、現代日本は人類史上かつてないほど、

現地球上においてもしかり、衣食住に満たされ、

社会は安定し、平和を謳歌してきている。それ

だけに、一人で生きている、一人で生きていけ

ると勘違いしやすい。そして、自己を過大評価

し、自己中心的になり、他人が自分に合わせる

べきと考えていくことになり、合わせない者は

許せなくなる。しかし、誤解してはならない。

人は、けっして、一人では生きていけないとい

うことを。命は一つでは成り立たない、成り立

つことはできない。命は、連携しあい、関係し

あい、支えあうことで、生まれ、育まれ、存在

することができる。ゆめゆめ忘れてはなるまい。

もし、目指すべき社会があるとしたら、それ

を支え、そこに生活している人々の心には、少

なくとも、畏怖心・卑怯な行為を卑しむ心・羞

恥心・謙虚さ・礼節・支えあう心が、大切な資

質として備わっているはずである。それらの資

質さえ、現代日本人には心もとないなら、まず

は、それらの資質を大切な資質と認識し、共通

の価値を認め合い育むことのできる環境が必要

であろう。その意味で、教育の果たすべき役割

は非常に重要であり、論を待たない。しかし、

現実は、年老いた巨象のように、鈍重と言わざ

るを得ない。重い腰を上げていただくためにも、

いち早く実生活に直結する行政の場にこそ、目

指すべき社会を現出させなければならないと思

う。人々が尊敬する職員に溢れ、安心感を与え

幸福な気持ちにさせてくれる空間として、認知

されるようなお役所を目指し、お互いに励まし

あい、力を合わせ実現していきましょう。信じ

ること、何事も始まりはそこからです。

羅　針　盤

羅
針
盤
四街道市長　　高橋　操
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各自治体の財政危機が叫ばれて久しく、またそこからの再生のため平成の大合併

も行われた。しかし、根本解決にはならず財政は危機のままだ。そんな折、炭鉱と

いう事情を抱えているとはいえ、夕張市の財政再建団体への申請のニュースが飛び

込み、「財政破たん」という言葉まで出てきた。時を同じく国でも自治体財政の破

たん法について検討を行っている。

今回の特集では財政危機を取り上げ、夕張市を他山の石とし、財政状況を明確に

する手段の一例や、困難ななかでも独自の改革を行っている各地の事例を紹介する。
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プライマリーバランス論の落とし穴

最近、わたしたちはプライマリー・バランス

（PB）という言葉をよく耳にする。PBとは、借

金返済のための費用を除いた歳出と税収とのバラ

ンスのことである。つまり、財政を破たんさせな

いため、税収の範囲内に収まるように公共サービ

スの水準を抑えていきましょう、と政府が目標を

設定したわけである。

現在、国および地方の長期債務残高は770兆円

にのぼっている。当然、バブル崩壊後のPBは慢

性的な赤字状態にある。だが、小泉政権のもと、

自治体は公務員の削減や公共事業の見直しを徹底

してすすめ、国を上まわる財政健全化努力をおこ

なってきたし、経済財政諮問会議ではさらなる公

務員の削減が提案されている。このような地方の

努力によって国と地方を合わせたPBは少しずつ

改善の兆しを見せはじめている。

一方、三位一体の改革では３兆円の税源移譲が

実現されたが、同時に４兆円の補助金削減がおこ

なわれ、地方交付税の削減額も５兆円を超えるこ

ととなった。３兆円の収入増に対して９兆円の収

入減である。補助金や地方交付税は財政力の弱い

自治体を中心に配分される。しかし、税源移譲は

財政力の強い自治体のみをうるおすこととなる。

だとすれば、容易に想像できるように、自治体は

――とくに財政力の弱い自治体は――今後もいっ

そうの歳出抑制を推進する必要に迫られることと

なる。

以上が地方自治体の置かれている現状である。

おそらく、これらの議論はもはや「常識」として

みなさんにインプットされているのではないだろ

うか。しかし、一目見れば分かるように、PBの

改善努力をおこなっているのは国よりも地方であ

り、税源移譲という歴史的な決断の背後で、負担

のしわ寄せは財政力の弱い自治体に集中してい

る。現在、格差社会の問題が広く関心を集めてい

るが、自治体に対してだけは例外のようで、財政

力の格差は今後さらに拡大していくことが予想さ

れる。

このように、分権改革は財政再建が可能な範囲

内でおこなわれることが前提となっている。しか

し、こうした「常識」は大切な点を見落としてい

る。それは、財政に奉仕するために私たちの生活

があるのではなく、私たちの生活に奉仕するため

に財政がある、という当たり前の事実である。財

政再建団体制度を理解するためにはこの点を抑え

ておく必要がある。以下少しばかりの遠回りをお

許しいただきながら、自治体の「破たん」問題に

ついて考えていくこととしたい。

財政とはなにか？

まず、財政ということばについて考えてみよう。

財政という用語を辞書で見ると「国または公共団

体などが行政活動や公共政策の遂行のために行

う、資金の調達・管理・支出および実体財産の管

理運営」（大辞林第２版）と書かれている。つま

自治体破たんということ
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り、公共部門の経済活動を支えるためのお金にま

つわる仕事を財政は担っているのである。

しかし、このような定義では財政の本質は何ら

見えてこない。

わたしたちは、歴史の教科書を通じて、自由を

求める人間の尊い歴史について学んでいる。イギ

リスの名誉革命、フランス革命、アメリカの独立

戦争･･･その内容を即座に思い出すことはできな

くとも、これらのできごとを誰しも一度は耳にし

たことがあるだろう。そして、自由を勝ち取った

証として、それぞれ、権利章典、人権宣言、独立

宣言が高らかに謳
うた

いあげられていることも周知の

ことだと思う。

しかし、ここで注意しておきたいのは、これら

の法典ないし宣言のすべてに共通して掲げられた

文言、それは、専制君主による課税を制限し、国

民の手にそれを取り戻すという条文であったとい

う事実である。つまり、財政とは国民のニーズを

満たすために存在するのであり、これに必要なコ

スト＝税を国民の監視と同意のもとに徴収するこ

と、これこそが国王の専制を排し、個人の自由を

保障するうえで欠かすことのできない条件だと考

えられたのである。

多くの生命の犠牲を払いながら、われわれは財

政を自らの手で管理する権利を手に入れた。国王

の私的な財布は国民共通の財布としての役割を担

うこととなった。こうして、財政に関する決定は

議会に委ねられ、この事実は「財政民主主義」と

表現されることとなった。つまり、編成、審議、

執行、決算からなる予算プロセスは、国民の監視

と同意のもとにおこなわれることが大原則なので

あり、それは、議会の審議の大部分が予算をめぐ

る議論にあてられることに端的にあらわれている。

財政再建団体の誤解

平成18年６月20日、夕張市は国の指導のもとで

財政再建を進める財政再建団体を選択する意向を

明らかにした。この「夕張ショック」は全国の自

治体を駆けめぐり、財政が危機的な自治体が他に

もあるのではないかとの声があちこちで聞かれる

ようになった。たしかに、夕張問題は不幸なでき

ごとではあったが、財政民主主義を考えるうえで

格好の教訓をわれわれに残してくれた。

まずは、財政再建団体について説明しよう。財

政再建団体の中身を論じるとき、よく民間企業で

いう倒産にあたる状態だといわれる。しかし、財

政民主主義の観点を理解すれば、「自治体の倒産」

という表現は「自治体の経営」と同様、適切なも

のではない。

自治体は教育、福祉、医療、上下水道など、住

民の生活の基礎となる公共サービスを提供してい

る。もし、自治体の財政が破たんしてしまえば、

こうした公共サービスは供給が停止され、住民は

通常の生活をおこなうことができなくなる。ゆえ

に、自治体を企業のように倒産させることは、理

論的にはともかく、実際には不可能である。

一方、自治体は市場では提供されないか、市場

で提供されるとその重要性にもかかわらず、すべ

ての人々がアクセスできない財・サービスを供給

する主体である。たとえば、初等教育は塾や私立

の小学校でも提供可能だが、そうすると経済力の

弱い家庭の子供は教育を受けることができなくなっ

てしまう。つまり、「儲
もう

からないけれども住民に

必要な財・サービスを提供する」のが公共部門の

役割だといえる。経営とはmanagementの訳で

あるが、企業と同じように利潤を出す必要がない

以上、「経営」よりは倒産しないように「管理」

すると考えるべきだろう。

特　集 「自治体財政危機からの再生」
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このように、自治体を倒産させることが困難で

あり、財政を経営するという表現が正しさを欠く

以上、「自治体の財政」と「企業の会計」とは異

なるルールにもとづいていると考えなければなら

ない。この点を踏まえ、「倒産」させることでは

なく、悪化した自治体の財政を「再建」するため

の仕組みとして設けられているのが「財政再建団

体制度」なのである。

制度の中身を簡単に見てみよう。自治体の財政

赤字が一定水準以上になると、起債つまり借金を

制限される起債制限団体になる。借金返済の負担

を示す指標としては起債制限比率というものがあ

るが、市町村の場合、これが20％以上になると一

般単独事業にかかわる起債が認められなくなり、

30％以上になると災害復旧事業等を除き原則とし

て地方債の発行が認められなくなる。

しかし、当然のことながら、借金の権利が奪わ

れてしまうと、自治体の財政はフローで行き詰ま

ることとなる。すると、自治体は、住民の必要と

するサービス供給を大幅に削減するか、大増税を

余儀なくされることとなってしまう。

そこで、これを回避するために、自治体は財政

再建団体の申請をおこなう。具体的には、国の指

導のもとに８年以内の再建期間を設定のうえ財政

再建計画を作成し、この実施を条件に、起債を認

めてもらうのである。ちなみに、この地方債は財

政再建債とよばれ、一部、国からの利子補給を受

けることが可能となる。

このように財政再建団体へ転落することと、倒

産することはまったく意味が異なっている。企業

が倒産した場合、通常、銀行との取引は停止とな

る。つまり、借入れが不可能となる。しかし、財

政再建団体制度とは、取引停止（＝倒産）となる

前に、借入れを継続しながら、再建を果たすため

の仕組みなのである。こうした制度が存在するの

は、自治体の財政が企業の会計とは異なる性質を

持つからであり、自治体行政がわれわれの生活と

深く結びついているからだということは繰り返し

確認しておきたい。

財政民主主義の機能不全

ただ、このように述べると、必ず「財政赤字が

これほど大きいのだから民間企業の効率性を自治

体も取り入れるべきだ」という反論がかえってく

る。「ムダをもっとはぶいて赤字を減らすべきだ」

との声もしばしば聞かれる。しかし、それは誤解

にもとづいた主張である。

公共部門はそもそも儲からないけれど住民に必

要な財・サービスを提供する主体である。民間で

は採算があわないからやらないけれども、住民に

必要な仕事を自治体が引き受けているといっても

よい。だから、もし、民間基準で測るのであれば、

自治体の仕事のたいていがムダで非効率的なもの

だということになる。まさか野球選手に対して手

を使っていると咎
とが

めるサッカー選手はいまい。公

共部門は、やれば赤字になるけれども、不可欠の

仕事をやるのであり、黒字を目標とする民間企業

のルールをあてはめることには意味がない。

しかし、このような基準の違いをきちんと踏ま

えたうえであれば、公共部門が提供すべき財・

サービスをより安価に提供できる可能性はある。

住民と自治体が一体となって、効率化を図ること

は可能だろう。そうしないと、際限なく赤字は膨

れていくし、事実、それはすぐ後に述べる夕張市

の財政再建団体申請にハッキリとあらわれている。

ただ、これも財政民主主義の観点からは、少々

奇妙な話である。

なぜならば、まず、自治体にとって必要な仕事

は議会での審議を通じて間接的にではあるが、住

民が決めているはずだからである。住民が求める

サービスを実施した結果であれば、いくら赤字が

大きくなろうとも、それをムダだと考える理由は

ない。国からの義務づけや公共事業への動員など

が自治体にムダを生じさせるとすれば、それは政

策の決定権限が中央に委ねられていることの弊害

であって、自治体の非効率性とは別の問題である。

一方、住民の必要とするニーズを議会で決定し、

行政が執行する過程で公共部門にムダや非効率が

生じているのであれば、それは即座に過大なコス

自治体破たんということ
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トとして住民の税負担となって跳ね返ってくるは

ずである。つまり、住民による監視と同意という

財政民主主義の原則が貫かれているのであれば、

民営化や効率化などを声高に叫ばなくても、住民

からの「税負担軽減」を求める耐えざるプレッシ

ャーによって自然とムダの少ないものとなるはず

なのである。

このように、問題の焦点は、公共部門に民間流

の経済効率性を取り入れることにはない。そうで

はなく、住民によるガバナンス（統治）を機能さ

せ、住民の監視と同意のもとでムダが累積するこ

とを防ぐ仕組みを整えることにあるのである。

夕張市の場合

それでは、夕張市においてはどのようなガバナ

ンスがおこなわれていたのだろうか。

起債制限団体に陥る危険性を示す指標として経

常収支比率がある。16年度決算を見てみると、夕

張市は全国732市のなかで最悪の数値であった。

すなわち、財政指標で判断するかぎり、同市の財

政はきわめて危機的なものだったということがで

きる。しかしながら、驚くべきことに、夕張市は

53万円の黒字決算となっていた。

このような事態が起きていた背景には不適切な

会計操作がある。

平成16年度の夕張市の財政状況を簡単に見てみ

ると、まず、歳入は193億円、そのうち税収はわ

ずか９億7,000万円に過ぎない。一方、交付税が

46億円、地方債が11億円程度あるのだが、何と

いっても圧倒的なのは100億円に達する諸収入で

ある。この諸収入には利子収入なども含まれるが、

その大部分は一時借入金である。ちなみに、自治

体の一般財源収入を示す指標として標準財政規模

というものがある。夕張市のそれは45億円である

が、短期の借入だけでその額をはるかにしのぐ水

準に達していたのである。

同市の債務残高は公社や第３セクターを含める

と632億円に達するといわれているが、そのうち、

一時借入金は288億円にものぼっている。一時借

入金とは年度内に資金繰りをつけるためにおこな

われる借入れである。地方財政法では年度を越え

た短期資金の借入を禁止している。ゆえに、適切

な財政運営がおこなわれていれば年度末ではこの

負債はゼロになる。

しかしながら、同市は出納整理期間（３月－５

月）を利用し、その期間中に金融機関からの借入

をおこなった。出納整理期間は前年度の処理をお

こなうことが可能である一方、そこでの債務は翌

年度に計上される。つまり、前年度末の負債をゼ

ロにしつつ、翌年度に負債を先送りするという自

転車操業を繰り返していたのである。

以上の処置はその年度の支出はその年度の収入

で賄わなければならないという「会計年度独立の

原則」からいって明らかに不適切である。こうし

て、単年度決算が黒字であるにもかかわらず、財

政再建団体に転落するという奇妙な事態が生じた

のである。

夕張問題の教訓

このような危機的状況は異常ではあるが異例で

はないということは注意が必要であろう。諸収入

のなかで一時借入がすべてではないことはすでに

指摘したが、この数値が高い自治体のなかに夕張

市と同様の問題を抱えている自治体が存在する可

能性は否定できない。事実、北海道だけでもその

ような自治体はいくつも存在する。それでは、わ

れわれは夕張問題からどのような教訓を引き出

し、今後の備えとするべきであろうか。

まず、財政運営は住民の監視と同意のもとにお

こなわれるものだという点を再確認しておきたい。

夕張市の財政運営が明らかに不適切なものであ

り、その責任の大部分が行政や議会にあったと仮

定しても、その負担は最終的に夕張市民に振りか

かってくる。その影響を1992－2002年度に財政再

建団体となった福岡県赤池町を例に見てみると次

の通りである。

同町では、首長、特別職職員、町議会議員の給

与を全国最低水準に抑制したことはもちろん、職

特　集 「自治体財政危機からの再生」
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員を毎年１％（臨時職員は60％）カットし、特別

勤務手当を全廃するなど人件費の大幅な削減をお

こなった。また、単独事業が原則認められないこ

とから、公共投資の大幅な圧縮もすすめられてい

る。補助金についても同様であり、教育分野への

補助は20％カット、福祉分野への補助は45％カッ

トされている。住民負担については、汚水処理料

金が２倍以上値上げされ、水道料金、学校給食費、

町営住宅をはじめとする公共施設の利用費など、

平均で15－20％の値上げが実施されている。

このように、財政再建団体に転落すれば、公共

料金などの負担増、福祉や医療のサービス縮小は

もちろん、場合によっては大幅な増税もありうる

ことを住民は覚悟しなければならない。

もちろん、一時借入を駆使した財政運営は、住

民の監視、同意を困難にしたことは想像に難くな

い。しかし、一時借入金の限度額は毎年度の予算

で定められている。あくまでも議会制民主主義の

もとでこのような異常な財政運営がおこなわれた

のである。最終的な責任は住民にあるのであり、

赤池町の例はそれをハッキリと示している。やは

り、問題は住民によるチェックが働かないなかで

財政運営がおこなわれた点にあるというほかない。

第２に、自治体は「儲からないけれど住民に必

要な財・サービスを提供する」主体であるという

原則を見失わないことである。効率的な経営とい

う基準が民間企業のものであることを先に述べた

が、夕張市はまさにこの基準で財政運営をおこ

なっていた。

産炭地として知られる夕張市は炭鉱の閉山とと

もに、約11万人だった人口が約１万人にまで激減

した。そこで、夕張市は「炭鉱から観光へ」を合

言葉に、博物館の建設や国際映画祭の実施、民間

企業の手放したホテルやスキー場の買い取りなど

をおこなっていく。

たしかに、人口の急減が財政事情を悪化させた

のは事実である。また、産炭地域振興臨時措置法

が2001年に失効し、交付税の配分が削減されると

いう不幸も重なった。しかし、このような特殊事

情を勘案しても、自治体が本来の業務からかけ離

れ、経済的な豊かさを追求することで地域を振興

させようとする手法が誤りであることには変わり

がない。結局、収益の増大に夕張市はまい進し、

事業で生じた赤字を穴埋めするために不適切な財

政操作をおこなわざるをえなくなったのである。

財政状況の厳しい自治体は全国にも多数ある。

しかし、その大部分が、工業団地づくりによる企

業誘致や観光事業の失敗によって財政状況を悪化

させている。このような旧来型の地域活性化策と

の決別が強く求められている。自治体は「儲から

ないけれど住民に必要な財・サービスを提供す

る」ことに専念し、住民福祉の向上のために知恵

を出し合う存在となるべきなのである。

破たん法制をめぐって

こうして、夕張市は赤池町以来14年ぶりに財

政再建団体の申請をおこなうこととなった。一方、

財政再建団体制度をめぐっては、近年、新しい動

きが観察される。この点に簡単に触れておきたい。

竹中総務大臣の諮問のもと設置された「地方分

権21世紀ビジョン懇談会」では、いわゆる再生型

の破たん法制についての提案をおこなっている。

当初、マスコミを相当にぎわせたこの議論も、じ

つは、ことばの持つインパクトと比較してあまり

意味のある制度とはなっていない。

そもそも論からいえば、すでに述べたように自

治体に破たんはありえない。より正確にいえば、

自治体が行政サービスの供給主体であることを考

えれば、民間企業でいうところの清算型の破たん

は選択不可能である。つまり、再建型の破たんを

選択するしかない。

しかし、再建型の破たんであれば、現在の財政

再建団体制度とはほとんど異なるところはない。

破たんを宣言して再建するのか（破たん法制）、

破たんを宣言する前に再建するのか（財政再建団

体制度）、つまり、タイミングの相違が生じるだ

けである。

さらに、ビジョン懇の報告書では地方債の自由

化を強く主張している。もし、起債の自由化を徹

自治体破たんということ
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底してすすめるのであれば、いちいち破たん法制

を整備する必要もない。なぜなら、わざわざ私法

の破産法の手法を取り入れなくとも、財政状態の

良くない自治体は資金調達ができなくなるので、

そこで財政赤字に歯止めがかかるからである。

いずれにせよ、本質は住民へのサービス供給を

維持することを前提に、財政再建をおこなう点に

あるのであり、再生型破たん法制の制定それ自体

はさほど大きな問題ではないといえよう。

財政民主主義の活性化
･･･市場と民主主義が手をたずさえた社会

ここまでお付き合いいただければ、夕張市の再

建団体申請は、財政の収支尻が悪化したという単

純な問題ではないことがお分かりであろう。住民

一人ひとりのガバナンス――監視と同意――のも

とで適切に財政運営がおこなわれなかったこと、

つまり「民主主義の機能不全」の結果として財政

運営が行き詰ったのである。

このように考えるならば、まず、わたしたちは

財政再建か、地方分権かという不毛な対立を乗り

越える努力をしなければならない。なぜならば、

財政赤字の増大や財政再建団体への転落は、民主

主義の機能不全の結果だからであり、分権を通じ

た民主主義の活性化こそが、じつは、財政健全化

を促す特効薬だと考えられるからである。

近年、注目を集めはじめている財政社会学の理

論にもとづけば、社会のさまざまな政策要求は毎

年度の予算編成を経て財政支出へと結びつき、そ

の支出が人々の生活に影響を与え、さらに新たな

政策要求へと結びついていくこととなる。

その際、もし、財政が赤字だとするならば、そ

れは社会にさまざまな問題が存在し、それが政策

要求となってあらわれ、財政がこれに対処したか

らである。財政赤字は不安定化する社会の「結果」

に過ぎない。だとすれば、処方箋は結果に過ぎな

い赤字をいじることではない。人々のニーズを的

確に把握し、それを社会の共同事業として満たし

てやり、受益に応じた負担を社会の構成員で分か

ち合う仕組みを作ることである。そうすれば、結

果としての財政赤字は自然に解消していく。

このように考えると、三位一体の改革に象徴さ

れるように、財源面での地方分権はもちろんのこ

と、将来的には自治体から住民への分権を積極的

にすすめ、住民によるガバナンスが容易になる仕

組みを早急に整えることが重要である。冒頭に述

べたようなかたちで、財政赤字の削減を至上命題

として、民主主義の活性化が制約されるとしたら、

それこそ本末転倒である。

わたしたちの払った税金がわたしたちの身近な

生活の必要のために使用される。わたしたちは納

税の意味を実感し、税金の使い道に対しても大い

に関心を高めていく。住民の監視と同意のもとで

財政を運営すること、すなわち財政民主主義の再

生は、少ないムダのもとで一人ひとりのニーズを

満たすことを可能にする。官と民、平等と競争と

いうこれまでの対立を超えて、民主主義と効率性

が新たな協力を誓い合う。財政再建団体制度は、

そのような未来への過渡期にあって求められる制

度なのであり、夕張市の事例もそのような未来へ

と歩みをすすめるための試練なのである。
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首を切る王・切られる王

専制君主になるためにも、専制君主として王と

呼ばれる様になっても、王は多くの首を切った※1。

殉葬の習慣があった殷の時代には、王が亡くなる

時にも首を切った 。主権を手に入れるために、洋

の東西で多くの首が飛び、血が流された。鉞の
まさかり

刃

の部分を表章した「王」という字（図１）は、こ

のあたりの消息を伝えるのかもしれない。王と呼

ばれる主権者は、納税者の承諾なしに税を課すこ

とができた。

市民革命により納税者は、税をコントロールす

る主権を手にする。アメリカの独立戦争は、イギ

リス国王に離縁状を突きつけることで主権者とし

ての王を首にした※2。フランス革命は、ルイ16世

自身の首をギロチンで切った。王の首を切ること

で、統治形態は専政制から民主制に移行した。納

税者の承諾なしに税を課す専政制から、納税者の

承諾により税が負担される民主制が制度として実

現した。

フランス革命の中心となった人達は、人権に対

する無知、忘却、軽視が政府を腐敗させる唯一の

原因であることを伝えるために「人権宣言」を書

き残した。17条からなる宣言の14条を、「すべて

の市民は、自身でまたはその代表者により公の租

税の必要性を確認し、これを自由に承諾し、その

使途を追求し、かつその数額・基礎・徴収および

存続期間を規定する権利を有する。」と税を納さ

める根拠にあてた※3。

納税者が税を負担するた

めには、納税者の承諾が必

要である。政府の財源が、

「公債または借入金以外の

歳入により調達されなけれ

ばならない※4。」とされる

のは、民主主義における課

税の原則から導かれる。公債や借入は返済のため

の税を負担する将来世代の承諾を得なければなら

ない。しかし、彼らには意思表示をする機会もな

ければ、彼らにより選任された代表者もいない。

民主主義を将来世代に継承するために「子供にツ

ケをまわさない」ことが求められる。首長にとっ

て、使ってよい資金は税により集められた資金で

あり、公債や借入により調達された資金ではない。

納税者の承諾によって税が負担されるという制

9

首長の会計報告 PART 2

首長の会計報告
首長のバランスシートは住民に
何を伝えるのか

公会計研究所　代表

千葉商科大学大学院教授

吉田 寛

※1 貨幣・文字・度量衡が整った時代とされる殷の墳墓からは殉葬した多くの首のない遺体が発掘されている。白川静『甲骨文と殷史』平凡社、
2000，pp.410-411。

※2 独立宣言は、英国国王による英領アメリカに対する収奪と圧政の事実を知らせる形で記述されている。この中に「我々の同意なしに課税をする法
律を英国国王は承諾した。」の一文がある。

※3 政府を腐敗させる原因を人権に対する無知、忘却、軽視にあるとする指摘は、人権宣言の前文にある。また、15条では「市民には行政に報告を
求める権利がある」ことを明らかにしている。200年以上前に情報公開の権利は明らかにされていた。高木八尺他編『人権宣言集』岩波書店、
1957、p.132。

※4 財政の民主化を目的として制定された財政法4条および地方財政法第5条の規定である。

図 1 『王』という字
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度が整っても、それで税負担が納税者の承諾の後

におこなわれることにはならない。義務教育でも

教えられる「人権宣言」という単語だけだは、政

府を腐敗させる人権に対する無知、忘却、軽視を

防ぐことはできないのと同じである。使ってよい

資金で政府を運営する首長を見出さなければなら

ない。

会計は見えないモノを見える様にする

他人の所有する物に効用を見出した者が、それ

を手に入れるのには二つの方法がある。一つは略

奪である。もう一つは、自分の持っている物との

交換である。交換は、取引相手の才能や技術を評

価し尊重することから始まる。略奪が、略奪をす

る者だけの効用を増大するのに比べて、交換は関

わる当事者双方の効用を増進する。

原始的な取引では、商品だけが提示される。当

事者は互いに姿を見せず言葉を交さずに取引をお

こなった。取引を重ねることで互いを信用し、や

がて多くの者が姿を見せ、言葉を交す市場が成立

する。

文字と度量衡と貨幣が整うことで、市場経済は

さらに発展する。「麻布」あるいは「絹布」ある

いは「綿布」と記すことで取引の対象を特定でき

る。「尺」という単位を加えることで、取引量を

伝えることができる。商人は生産者と消費者を結

ぶ商業を生業とすることが可能になる。誰もが喜

んで対価として受取る貨幣を用意すれば、生産者

あるいは商人が望む交換の対象物を何にすべきか

に消費者は煩わされることはない。

市場での取引は、作物だけでなく能力にまで拡

張する。株式会社は、継続しても経営者はパート

タイマーである。全ての経営者に利益を獲得する

能力があるわけではない。にもかかわらず、経営

者は、「利益を獲得する」という同じ約束を株主

とする。資金を預ける株主は利益を獲得する経営

者を見出さなければならない。

経営者が約束を守り利益を獲得したか・しな

かったかを明らかにすることで、会計はよい経営

者であることを明らかにする。経営者が約束を守

れば利益を報告する。株主は経営者を再任する。

損失を報告すれば、首にする。会計は、経営者の

利益を獲得するという約束を守る能力を見える様

にする。

首長と主権者のそれぞれのバランスシート

主権者となった納税者は、自らが稼ぎ出した所

得を自分で使うか・納税して政府が使うかを選択

することができる。その選択は、減税をできる行

政責任者を選ぶのか・増税をする行政責任者を選

ぶのかの選択によるものであり、行政のする個別

の取引ではない。株主が選択をするのが、経営者

であり企業の個別の取引ではないのと同じである。

行政責任者の税の運用能力を明らかにするため

の会計報告は、公務員に税を使う裏付けを与える

予算とは異なる。また隣接の市町村や都道府県、

あるいは同規模の市町村や都道府県と比較するた

めの統計とも異なる。現職の行政責任者を首にす

べきか・否かの検討に資するために会計報告する。

行政責任者が財政状態を改善するために責任が

及ぶ範囲を会計報告の対象とし、選ばれた村長

が・町長が・市長が・知事が、就任した時、ある

いは「子供にツケをまわしてはいけない」と決意

した時に比べて「子供にまわしたツケ」を減らし

たか・否かにより税の運用能力を発揮した結果を

伝えるのである。

行政が管理している道路や水道あるいは公民館

といった公共施設は、納税者のモノである。公共

財は、政府によって提供され主権者によって利用

される。公共財を提供する政府とその提供を受け

る主権者の関係は、建築業者と施主の関係に似て

いる。建物が引渡されるまでは、その建物は建築

業者のものである。建物が竣工し、施主に引渡さ

れると施主のものとなる。建築業者が、竣工した

建物の管理を施主から委ねられたとしても、その

建物は施主のものである。



税の運用責任者の公共財との係わり方も、建築

業者の施工する建物と同様の変化をする。公共財

が完成するまでは、首長のバランスシートに計上

する。公共財の供用を開始した時点で、公共財は

主権者のものとなる。供用を開始した公共財は主

権者のバランスシートに計上する（図２）。

行政責任者は自らの管理下にある資産と負債を

計上する首長のバランスシートと主権者のバラン

スシートを作成する。この二つのバランスシート

を結ぶのが「子供にまわしたツケ」をしめす『将

来の税金』である。

これまでの首長が均衡財政を損なってきたので

あれば『将来の税金』は、累積し大きな金額とな

る。累積した『将来の税金』を小さくするのが税

の運用能力のある首長である。『将来の税金』を

マイナスにする財政運営の能力を持つ首長であれ

ば、減税の検討が可能である。この様にして会計

報告は、手に取ることのできない首長の税の運用

能力を見える様にする。

制度としての行政は継続する。その運営を任さ

れる首長は交代する。新たな首長を適切に評価す

るためには、前任者が残した『将来の税金』の累

積額とこれに対して現職が与えた影響は明確に区

分しなければならない。

最初の首長のバランスシートと主権者のバラン

スシートは、行政責任者が「子供にツケをまわし

てはいけない」と決意した時に、あるいは就任し

た時に、すでに約束された支払を網羅して作成す

る。作成されたバランスシートの『将来の税金』

と任期中の『将来の税金』の金額を比較すること

で行政責任者の財政運営の成果が明らかになる※5。

『将来の税金』を明らかにすることで主権者は、

よい首長か・悪い首長かを合理的に判断できる。

主権者にとって有用な会計情報は、会計報告者で

ある首長の行為も統制する。再任を望む首長は、

主権者の承諾を得られる様な成果を獲得する様に

行政運営を統制し、主権者の承諾を得られる結果

を会計報告することを望むからである。

福津市のバランスシート (図３、４)

行政の財政状態を住民のバランスシートと首長

のバランスシートに区分して首長の行政手腕をし

首長の会計報告
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図2　主権者の貸借対照表と首長の貸借対照表の関連 

主権者の貸借対照表 
公共財 

主権者が 
税金を払って 
得た資産 

支払に充てる原資 
作りかけの施設 

不足する原資 

支払いの約束 

将来の税金 

納税者の持分 

負債 

首長首長 
からのからの 
請求書請求書 

首長 
からの 
請求書 

行政成果評価額 

資産 

負債 

将来の税金 

首長の貸借対照表 

※5 以上の様な、首長がおこなうべき会計報告の指針は、公会計研究所のホームページに掲載されている。
http://homepage.mac.com/catallaxy/Personal70.html （2006年8月6日現在）

福津市市民の資産の部 　 　   

治山治水都市基盤整備 2 137,789 162,185 66,243 

道路・橋梁 3 977,358 856,250 1,332,534 

公園 4 209,863 177,225 305,582 

構築物 5 434,350 297,332 836,187 

建物 6 240,018 202,840 349,052 

機械及び装置 7 4,668 5,712 1,608 

車両 8 465 419 598 

工具器具備品 9 1,598 518 4,767 

土地 10 408,662 416,821 384,734 

    　 

　　　　　　資産合計  2,414,772 2,119,302 3,281,305 

     

福津市市民の負債の部     

将来の税金 1 308,184 130,686 828,739 
     

福津市市民の持ち分の部     

行政成果評価額 1 2,106,587 1,988,616 2,452,567 

    　 

将来の税金・持ち分合計  2,414,772 2,119,302 3,281,305 

 

図3　福津市市民の貸借対照表（市民一人あたり） 
平成17年1月24日現在 単位：円 

旧 津屋崎町 旧 福間町 福津市 注記 

注：各数値は四捨五入しておりますので、合計額は必ずしも一致しません。旧行政区
の金額は各行政区での人口で一人当りを求めているので、その合計は福津市の一
人当りの金額にはなりません。 



めす方法は、福岡県の旧福間町の池浦順文町長

（現福津市市長）が2001年度（平成13年度）に初

めて実践し、1996年度（平成８年度）から2001年

度までのバランスシートを作成した。その後、市

町村の合併への取り組みのために数年の空白が

あったが、2005年（平成17年）の福間町と津屋崎

町との合併による福津市の誕生を見てバランス

シートの作成が再開された※6。

1999年度（平成11年度）の福間町の『将来の税

金』の総額は21億円であった。町の人々が自分の

数字として判断するためには、『将来の税金』を

一人あたりの数字として記す。これにより町長か

らの請求書を現実のものとして理解することが可

能となる。この年の一人あたりの『将来の税金』

は52,628円となった。４人家族の家庭であればお

よそ、20万円である。20万円の税を追徴すれば

「子供にツケをまわす」ことのない財政運営が可

能となる。しかし、池浦町長は、増税をすること

なく町政を運営した。福間町の『将来の税金』は

グラフ（図５）の様に推移し合併時にはマイナス

６万４千円となった。４人家族で25万円の税を戻

すことが可能であることをしめす数字である。増

税なき財政再建※7がおこなわれた。

会計も進歩する。会計報告は、財産目録を作る

ことから始まった※8。報告を受ける者が、何を報

告者に求めているかが明らかになった後に、会計

報告すべき内容が明らかになる。企業においては

それが株主の持ち分の増減をしめす期間利益であ

り、行政においては、主権者の負担の増減をしめ

す『将来の税金』となる。

良い首長は均衡財政を実現する。しかし、均衡

財政を実現したかどうかは、単に現金の出入りだ

けではわからない。首長は様々な資産を管理する

とともに、様々な支払の約束をするからである。

福間町のバランスシートの作成においては、発生

特　集 「自治体財政危機からの再生」
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※6 この会計報告は福津市のホームページで公開されている。後述のバランスシートもこの会計報告に掲載されている。
http://www.city.fukutsu.lg.jp/annai/2-16-3.html （2006年8月3日現在）

※7 「増税なき財政再建」は、1981年（昭和56年）に85歳で就任した土光敏夫の第二次臨時行政調査会長としての行政改革の最初の申し入れであ
った。しかし、税の運用能力をしめす会計手法がなかったこの時代、この行政改革は政府の増税により終止符が打たれた。

※8 一般に我が国商家の記帳方法は、大福帳方式と呼ばれるが、伊勢・長谷川家は、貸借対照表に相当する店算用目録と損益計算書に相当する大黒を
1708年（宝永5年）には作成していた。河原一夫『江戸時代の帳合法』ぎょうせい、1977、p.127。

福津市市長の資産の部 　 　   

現預金 11 215,046 161,566 371,889 

未収金 12 59,959 57,245 67,919 

棚卸資産 13 32,391 33,900 27,966 

長期債権 14 3,193 4,282 0 

建設仮勘定 15 75,813 95,294 18,679 

無形資産 16 88 35 244 

投資 17 16,550 11,618 31,014 

将来の税金の部     

将来の税金 1 308,184 130,686 828,739 
 

　　　　　　資産合計  711,224 494,626 1,346,449 

  　 　 　 

福津市市長の負債の部     

未払金 18 13,921 18,122 1,602 

長期借入債務 19 374,060 229,724 797,360 

退職給与引当金 20 52,687 51,562 55,985 

管理引当金 21 270,556 195,217 491,502 

 

　　　　　　負債合計  711,224 494,626 1,346,449 

 

図4　福津市市長の貸借対照表（市民一人あたり） 
平成17年1月24日現在 単位：円 

旧 津屋崎町 旧 福間町 福津市 注記 

注：各数値は四捨五入しておりますので、合計額は必ずしも一致しません。旧行政区
の金額は各行政区での人口で一人当りを求めているので、その合計は福津市の一
人当りの金額にはなりません。 

図5　福間町将来の税金（町民一人あたり）の推移 
（単位：円）
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主義の適用の範囲を有形固定資産の減価償却と退

職給与引当金の計上および、経過勘定の計上とし

ていた。福津市のバランスシートの作成において

は、その範囲を、管理費の引当てに拡大した※9。

管理引当金は、市長が引継いだいわゆる箱モノ

を将来にわたって維持する約束を評価した金額で

ある。箱モノは建設時に補助金や交付金を受ける

ことができる。しかし、その施設を運用するのに

も税金があてられる。箱モノを運営管理する間は、

税金の使途が限られる。箱モノは、建物として目

に見えるが、その運営に係わる費用は目で見るこ

とはできない。この費用を見える様にするのが管

理引当金である。

福津市の会計報告では、利用する期間が特定さ

れる建物について、管理に必要となる費用を見積

り管理引当金として計上した。管理引当金を計上

することで前職から引継いだ負債が明らかにな

る。管理を引継いだ首長が創意工夫をして管理費

を抑えた効果を、現職首長の成果として『将来の

税金』の減少としてあらわすことが可能となる。

合併により福津市が旧行政区から引継いだ『将

来の税金』は図６のとおりである。旧津屋崎町で

は一人当り83万円である。旧福間町13万円の６倍

を超えていた。合併の時の人口は、旧福間町が４

万２千人、津屋崎町が１万４千人で合計５万６千

人となった。旧福間町の人口が多かったので旧津

屋崎町の『将来の税金』は合併により希釈され福

津市全体としては、31万円となっている。

首長のすべき仕事、住民の仕事

市民が望んでいることに応えるのは行政だけで

はない。望んでいることに応える能力がある者が

おこなえばよいし、おこなうべきである。能力を

超えているのであれば応えないという選択もある。

福間町では、町長のバランスシート・町民のバ

ランスシートを作成するとともに、いくつかの事

業について成果報告書を作成した。その中の一つ

に幼児のための施設に関する成果報告書（図７）

がある。福間町には町立の保育所が４カ所、私立

の保育所（認可）が１カ所・町立幼稚園が２カ所

ある。2002年度（平成13年度）の幼児一人あたり

の町民の負担から見た場合には、私立保育所が

46,800円で町民の負担は一番軽く、町立幼稚園が

473,113円、町立保育所が515,819円と、町立の施

設ではいずれも大きな負担となっている※10。また、

受益者である親の負担から見ると、町立幼稚園が

一番低く、私立保育園が一番大きくなっている。

成果報告書は、行政の仕事の成果をしめすとと

首長の会計報告
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図6　福津市の『将来の税金』の構成 
（単位：万円/一人当り）
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※9 このため、福間町の将来の税金がマイナス6万4千円なのに対して、福津市のバランスシートでは13万円となる。
※10 福間町会計報告2003年3月』p.9。下記には2000年度（平成12年度）の数値の掲載がある。吉田寛『住民のための自治体バランスシート』学

陽書房、2003、p.179。

幼児数（人） 332 105 115 

 

幼児一人当たり費用 1,233,389 833,381 549,835 

 

　保護者分 330,615 432,181 76,722 

　県の負担 128,985 118,133 0 

　国の負担 257,970 236,267 0 

 

　町民の負担 515,819 46,800 473,113

図7　幼児の保育施設の負担比較（平成13年度） 

単位：円 

町立 
幼稚園 

私立 
保育所 

町立 
保育所 

負担額 
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もに、町民がどれほどの負担をしているかをしめ

す。行政の事業に値札を付けるのである。受益者

は自らの負担額は把握できるが、町民の負担額は

成果報告書でなければ把握できない。行政に値札

を付けることで、町民だけでなく負担を求める行政

もその妥当性について検討することが可能となる。

東京都江東区の区議会議員豊島成彦氏も０歳児

の保育について成果報告書により行政の事業とし

ての妥当性の検討をおこなった※11。

2000年（平成12年）国民生活基礎調査の概況

によると、０歳児を抱えると思われる年齢の母親

の平均所得金額は122万円である。国民生活基礎

調査と豊島氏の作成した０歳児保育の成果報告書

（図８）から「生まれたばかりの乳児を抱える母

親が122万円の年間所得を得るために、江東区立

の保育園に乳児を預ける。江東区民は母親が子育

てと仕事を両立できる様に566万円の税金を支出

して乳児を預かっている。」という実態が把握さ

れる。

区民が面倒を見ている０歳児の数は区の資料に

よると1,998人である。この成果報告書を作成し

た豊島成彦氏は、「保育園を増設する以外の方法

も併せて検討する必要がある。」としている。

財政運営の指針としてのバランスシート

均衡税制という基本的な約束を守ろうとする首

長は、進むべき目的地をその地図に記している。

首長に必要な情報は、現在地をその地図に記すこ

とである。首長のバランスシートで明らかになる

『将来の税金』が現在地をしめす。就任時の『将

来の税金』を明らかにし、定期的に会計報告をお

こなうことで、現在地は更新される。均衡財政を

達成するために歩んだ道のりと、これから歩まな

ければならない道のりを知ることができる。

会計報告は、首長の税の運用能力を主権者に伝

えるだけでなく、首長の意思決定のための羅針盤

となる。

龍と鬼と人が混沌として語られる時代、たく鹿

の野で蚩尤
しゆう

と戦っていた黄帝は、蚩尤の発生させ

た濃霧の中で方角を失っていた。黄帝を霧の中か

ら脱出させたのは、軍の隊列の先頭に置かれた常

に南を指ししめす指南車であった。

現在の多くの行政は、指南車を失った財政運営

をしている。税をコントロールするのが主権者で

あることは忘れ去られてしまった。『人権宣言』

を起草した人々の憂慮は的中した。首長も主権者

も原理原則を忘れ多くの知識や情報に苛ま
さいな

されて

いる。

会計報告は、毎年作成される。『将来の税金』

をしめす会計方式を採用することで、首長は財政

運営の羅針盤を手に入れることができる。

昨今、消費税の増税や環境税の創設が喧伝され

る。しかし増税や新税を議論する前に明らかにさ

れなければならないのは、税を運用する首長の能

力である。首長が有能なら、預かった税収の範囲

で政府を運用する。増税は必要ない。無能な首長

であるならば、彼に税を渡してはいけない。税を

無駄に使う。いずれにしても増税は必要ない。

首長のバランスシートは、任期中の『将来の税

金』を比較することでその能力を詳らかにする。

※11 豊島成彦『カルシウム通信NO.10（2001.12.3 発行）』p.3。

 

発生費用の部　 

　発生費用合計 5,898,564 3,967,068 

 

費用負担の部 

　保護者の負担 231,288 216,660 

 

　税金による負担 5,667,276 3,750,408

図8　0歳児保育の成果報告書 

単位：円 

私立 区立 

コスト説明の部 
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１　青森県青森市
～戦略経営を実現する自治体経営システム

①概要
青森市は県庁所在地として、平成18年10月、中

核市に移行することが決定した。一方で、地域経

済の低迷から税収は大幅に減少し、財政力指数

0.63、経常収支比率91.7％と財政状況は非常に厳

しい。特に公債残高の負担が重く、市民一人当た

り52万円という状況である。また、豪雪の負担が

重く、除排雪だけで毎年約20億円を要している。

このような中、同市はコンパクトシティ構想と呼

ばれる、できるかぎり都市部に集まって住むこと

で行政経費を削減し、中心街を再生するという方

向性を打ち出すなど、ユニークな施策で知られて

いる。このような中、行政評価を基礎とした組織

的な役所運営に早くから取り組んでおり、多くの

自治体に先駆けて行政サービス市民評価を平成11

年から、事務事業評価を13年から取り入れている。

さらに、改革を一過性のものにせず、改革改善を

市の仕組みとして取り入れるべく、平成15年度よ

り、明確に自治体を経営体ととらえ、従来の行政

管理から戦略的経営へ移行するしくみとして、独

自の「自治体経営システム」を構築した。

②戦略的経営を実現する自治体経営システム
青森市は自治体経営システムを自治体（本市に

かかわる全ての人や組織、活動を含めた共同体）

が、経営（持っている財産や得られる資源を自分

たちのしあわせのために最大限活用）するシステ

ム（活動、行動する仕組みと体制）と位置付けて

いる。その実現のため、すべての行政活動につい

て、「常に市民の視点に立ち、目的・目標を明ら

かにし、成果を重視すること」「ＰＤＣＡマネジ

メントサイクルを用い、改善を継続的に行うこと」

「情報を市民の皆さんと常に共有し、意見をいた

だきながら市民が主役のまちづくりを進めるこ

と」としている。

自治体経営システムが本格的に始まった平成15

年度は、それまでの行政改革推進本部が廃止され

て自治体経営本部が設置され､施策評価､事務事業

評価を活用した総合計画のローリングと予算

編成、業務棚卸を活用した業務改善と人員配分調

整が一体的に行われ、最終的な結果については、

自治体経営システムの解説などと併せて議会及び

市民向けにまとめて公表された。また、市民報告

会も実施し、情報共有や意見聴取の充実を図って

いる。

この15年度には、これらの取り組みにより、全

庁挙げて事務事業の細部までの分析が行われ､

「事務事業コスト一覧表」として結実した。これ

は、市の行う全事務事業を対象に直接経費と簡略

的な間接経費（換算人件費。業務棚卸表で事務事

業に要する年間業務量を計測し､平均人件費を乗

じて算出）を合算した、いわば「簡易フルコスト」

の一覧表だ。現時点でできるかぎりのコスト計算

をするという取り組みである。コスト意識を職員

に持たせるとともに、表紙には「市が行っている

サービスや仕事にはどのくらいのお金がかかって

いるの？」という言葉が記載され、自治体経営シ

ステムの仕組み､業務棚卸の仕組み、コスト把握

の必要性、コスト算出の事例、表の見方などが詳

細に示されている冊子を見ると、市民が必要とす

果敢に挑戦する自治体
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る情報を市民が理解できるように提供することで

市民と情報・意識を共有しようという姿勢も感じ

られる。（なお、その後は合併を控え事務事業の

横並びの比較ができなかったため実施を停止した

が､現在､一覧表の作成・公表の再開時期について

検討しているそうである。）

翌16年度は前出の合併準備のためにこれらの取

り組みは内部的なものにとどまった。平成17年４

月に新青森市となった後は自治体経営システムを

運用しながらあらためて基本政策－政策－施策に

階層を整理した新市の総合計画を策定するととも

に、相互に調整がとれた行財政改革プラン・定員

管理計画・財政プランをも同時に策定した。

こうして総合計画を構成する施策ごとに、その

方向性と経営資源（財源・人員）を配分できる仕

組みが整った。さらに、経営体としてより効果

的・効率的に施策の実現を図るため、予算編成や

人員配分について、管理部門から事業実施部門に

権限・裁量をシフトすべく、施策推進監（部長の

中から５人を指名）を設置し、推進監が行政評価

による事務事業の取捨選択や業務棚卸による人員

の配分調整を行うこととした。

③コストと市民ニーズを徹底的に
踏まえた予算編成
自治体経営システムが最も生かされるのが予算

編成の場面だ。19年度予算編成作業は８月初旬の

自治体経営本部による「説明会」から始まった。

ここで準備された資料は「スケジュール表」「施

策の方向性及び経営資源の調整方針（基本方針か

ら心構えまでが事細かく示されている）」「施策の

方向性（前期基本計画に基づく経営資源投入量の

方向を示す一覧＋政策分析表）」「経営資源の配分

に関する基礎数値（各事業の前年度事業費と個別

施策への事業費配分の一覧、マトリクス方式によ

る事業ごとの部署別人員配分一覧）」「施策の方向

性及び経営資源の調整方針に基づく具体作業要領

（自治体経営システムにより予算を編成するため

の作業マニュアル）」「作成資料様式集（資料を統

一様式で収集するための様式集）」等である。そ

れぞれの内容が具体的でコストなどの数字を踏ま

えているほか、先進事例の例示や市民ニーズ調査

の結果までが書き込まれており、非常に使いやす

い。担当者の「庁内が相手の我々にとり、お客様

は庁内の職員であるという意識で資料を作成して

います」という言葉が印象に残る。

これらの様式とマニュアルは細部まで作り込ま

れているため､個人の技量に頼らない､市民ニーズ

と経営資源の適正配分に配慮した予算作りがシス

テマティックに行える。企業でもありがちなこと

だが､業務のコアの部分を個人の技量に頼ってい

ると､その個人が異動してしまった時に開く穴が

大きい。公平・公正かつ安定的な業務が求められ

る役所では、システマティックな事務執行が行え

るメリットは大きい。

なお、この説明会の後にはさらに市経営アドバ

イザーの関西学院大学石原俊彦教授による「先進

事例の解説を受け、自分で考える」というスタイ

ルの経営改革研修が行われた。

最後に触れておきたいのは19年度予算から導入

される「メリットシステム」だ。これは、工夫に

よる経費削減や、配分を超えた人員削減などの合

理化を果たした部署には翌年度､政策予算で上乗

せがあるという仕組みだ。このメリットシステム

が実効性を持てば､各部署は「合理化するほど損

をする」という感覚から解放されることになる。

改革を経営の仕組みに入れ込むことを旨とし､

個人の技量のみに頼るのではなく､役所の仕組み

を高めることにより組織・個人の能力を高め、業

務の品質、ひいては市民サービスの質を上げてい

く。同市の挑戦は続いている。

特　集 「自治体財政危機からの再生」
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2 兵庫県三木市
～大胆な権限委譲でスピード経営を目指す

①概要
三木市は兵庫県中央部に位置し、古くは金物の

街として、現在は神戸市のベッドタウンとして人

口約85,000人を擁する田園都市である。平成17年

10月、吉川町と合併し、新しい市制のスタートを

切っている。本市は財政力指数0.69、経常収支比

率は99.7％といずれも類似団体との比較では大幅

なマイナスの状況にある。また、市民一人当たり

市債残高は85万円にのぼっており、公債費負担比

率はいわゆる危険水域を大幅に上回る、23.1％で

ある。

このため、同市は平成18年１月より就任した薮

本吉秀市長のもと、財政再建と意思決定の迅速化

を強烈に意識した改革を進めつつある。市長のマ

ニュフェストに従い､助役、収入役の廃止、市長

退職金の返上、市長給与のカット、職員給与の

４％カットとともに、早期退職者の募集など職員

数の削減、人件費の大幅な削減に取り組んでいる。

また、助役・収入役を廃止するとともに、民間の

事業部制をモデルとし、市長と部長が政策協定を

結び、現場に近いところで意思決定を行うという

方法でスピード経営に取り組みつつある。マニュ

フェストでは４年間で経常収支比率99.7％（17年

度当初予算ベース）を10％低下させ、公債残高

（17年度末720億円。一般会計予算の2.5倍超）を

100億円減らすとしており、これをもとに18年度

中には大綱が作成される。

②市債残高削減のため、できることはすべ
てやる
三木市の財政は過去の急激な箱物事業による公

債残高の増加と、箱物の維持管理費増加による経

常収支比率の悪化により､県内でも有数の苦しい

状況にある。現市長は財政再建を公約にし､現職

に大差をつけて当選したことから､市としては既

に社会資本はある程度整っているという前提のも

と､必要最低限のハード事業以外は中止あるいは

延期という方向で18年度の予算は組まれた。また、

物件費の削減のため､施設の民間委託を急激に

進めつつある。徴税関連では､物納品のインター

ネット公売を行っている。これによる効果は金額

的には18年５月約27万円、同７月約33万円と微々

たるものだが､徴税課関係者によると､市の「本気」

を明らかにする効果は大きいという。まさにでき

ることはすべてやっていこうという姿勢である。

また、人件費の削減においては､まず市長が報

酬３割カットで範を垂れるとともに､職員人件費

の４％カットを実現したが､さらなる給与カット

は職員のインセンティブ低下を招きかねないた

め､今後は職員数削減に注力するという。現在､近

隣市より市民一人当たり職員数が10％以上多いこ

とから､17年度は９名で終わった希望退職者を

増やすため､短時間勤務職員制度等の多様な職員

の就業形態ニーズを満たす受け皿作りを進めつつ

ある。

③権限委譲と施策実行を担保する政策協定
制度
政策協定制度は、実質的に形骸化（薮本市長談）

していた助役・収入役の廃止とセットで導入され

たものである。両者の廃止後も市長がスムーズに

市政運営を行うシステムのツールとして、導入さ

れた。

この制度においては市長と部長（教育委員会に

おいては教育長と教育次長）が市長のマニュフェ

ストを部単位にブレイクダウンした一定の目標を

設定し、部長はその目標達成を市長と契約する。

そして、部長はその契約達成を目標に課長以下の

目標管理を行う。協定を結ぶことで市長は日常業

務の執行権を部長に大幅に委任することができ

る。さらに、契約は、Ｓ. Ａ. Ｂ. Ｃの４つのラ

ンクに分けられており､すべての契約を達成する

ことが求められるものの､より達成しやすい内容

についてはより確実な目標達成が求められている。

部長は企業における執行役員兼事業部長のよう

に、市長との契約の範囲で業務を自らの権限と責

任により執行する。従来、部長職は日常業務の範

囲内で意思決定権を持つ存在だったが、政策協定

制度の下では契約の範囲内という制限つきながら

も従来の助役並み、あるいはそれ以上の意思決定

を行うことにより、業務の迅速化がはかられてい

る。市長決裁のボリュームは市長の実感として、

従来の半分以下になったという。

また、部長が意思決定を行うため、あらたに市

果敢に挑戦する自治体
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長への報告書、部間の連絡書を作成し､従来助役

が持っていた調整機能を補完している。

④コンサルタント頼みからの脱却
さらに、大きく変わったのがコンサルタントに

頼らず自ら行動するという方向性だ。従来はワー

クショップや計画の作成において、頻繁にコンサ

ルタントを活用してきた。しかし、財政再建のた

めコンサルティング・フィーを節減するととも

に、自ら行動し市民と接することで市民のニーズ

を汲み取るという方針に変わったことで､コンサ

ルタント等に係る予算は統計などのテクニカルな

面に限定されることになった。デスクを離れて自

ら行動し､直接市民と接することは明らかに人づ

くりにプラスになっているという。最近では国民

保護計画についても素案からすべて職員が手作り

し､計画まで仕上げた。コンサルティング・フィー

の節減効果以上に職員の研修効果が大きいという。

とにかく現場に出て市民と触れ合うこと､そし

てなるべく現場で考え現場が判断すること､これ

らは民間優良企業の経営がモデルになっている。

ある部長の「とにかく意思決定過程のすべてが速

くなった」という言葉にすべてが象徴されている。

3 埼玉県菖蒲町
～事業削減に特化した再点検シートを作成

①概要
菖蒲町は埼玉県東部に位置する田園地帯にあ

り、果樹と米の生産で知られている。平成17年度

の財政力指数0.62、経常収支比率87.3％であり、

財政危機までには時間がありそうな数値ではある

が、実際には16年度2.3億円、17年度３億円の単

年度財源不足が発生していた。一方でこれまで財

源の不足を埋めてきた財政調整基金は、平成12年

度の26.6億円から17年度末で7.8億円と激減して

いた。このまま合併を前提として組んでいた予算

を実行すると、18年度を終えた段階で残高が２千

万円となり、その後は19年度、20年度で22億円の

財源不足と試算していた。当時、合併に向けた庁

内会議や25回を超える住民説明会で財政危機につ

いて、職員も市民もこれを数字では理解していた。

しかしながら、周辺市町との合併協議が進んでお

り、現実的にはこれが成立することを前提に施策

を展開してきた。ところが、平成17年１月、合併

の是非を問う住民投票でこれが破談となり、単独

の町として持続可能な財政を確立する必要に迫ら

れた。

②合併破談であらためて事態の深刻さを体感
当面の問題は17年度当初予算の組み換えだっ

た。基金を枯渇させないために、工事費を中心と

して、緊急の組み換えを行った。もともとの緊縮

予算の方針とあいまって、結局17年度予算に関し

ては16年度比で９億円の削減となった。職員の間

で財政危機へのコンセンサスが整ったのがこの予

算の組み替えのときだった。

合併のための資料において、頭で理解していた

財政危機だが、実際にこれまでは建前がマイナス

シーリングでも結局ある程度はついていた予算が

一切つかなくなったことで危機が実感として分か

ったためである。

③目標は基金取り崩しゼロ
一方で、合併の破談が決まったことにより、こ

れまでのマイナスシーリングによる経費縮減によ

り少しずつ経費を削るという従来型の手法では財

特　集 「自治体財政危機からの再生」
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政が立ち行かなくなることは明らかだった。この

ため、まず行われたのは職員対象の説明会である。

ここで、あらためて財政面の現状が確認された。

また、残高が7.8億円となった基金の取り崩しを

ゼロにするという目標設定が明らかにされた。

同年３月には企画財政課内に緊急行財政対策室

を設置するとともに、町長をトップとし、全庁組

織である推進本部、実際の改革の中身を練り上げ

る対策検討委員会を立ち上げ、さらに６月、公募

町民、議員、各種団体代表、県庁出身の元助役ら

による緊急行財政対策懇話会が設置された。

④事務事業評価の成果を生かした事務再点
検シート
まず、検討対策委員会では、基金を使わないた

めにはいくら削減すべきか、という目標を大前提

に、説明会が開催された。そして、現場から提出

された削減すべき事業案を委員会で集約して差し

戻し、また提出という作業を重ねた。

ここで生かされたのが、従来から予算編成の際

に取り組んでいた事務事業評価をベースとし、す

べての事務に関してあらたに事務の要不要の判断

を行うという観点に特化した「事務再点検シート」

だ。これは、事務ごとに「目的は何か」「最終目

標は何か」「その事業をやめたときの影響は」「目

的は達成されているのか」・・・という視点で分

析するものだ。具体的には「目的」「最終目標」

「現在の目標」「事業の対象者」「事業の主な内容」

「そのうち、18年度に終了・廃止を予定する事務」

「そのうち、18年度に新たに実施を予定している

事務」「過去３年（15年度から17年度）における

経費削減努力」「この事業の経費削減率」という

９項目ごとに担当課がすべての事業を分析し、削

減の可否判断を行った。

この作業の特徴は、事務の必要性に特化した

シートを作成・使用し、まず削減ありきで進めた

ことにある。５月中旬からの１カ月弱でこの作業

が行われ、作成された素案は６回の懇話会で全項

目について点検を行い、意見をつけて町に戻され

た。懇話会からの意見をもとに町として最終的に

まとめたのが「菖蒲町緊急行財政改革プラン」で

ある。

ここでは、町長の給料、手当ての30％カット、

常勤職員人件費の８％カットなどのほか、団体補

助、各種事業の大幅な削減、施設使用料、保育料

などの増額など、非常に大胆な対策が挙げられて

いる。

それでも残念ながら18年度予算における取り崩

しは2.1億円発生することになった。

⑤合併協議時のきめ細かな説明と広報が功奏
今回の改革プランにおける支出のカット、収入

増加策は近隣自治体と比較しても非常に広範で抜

本的なものだった。しかしながら、町民、議員か

らの強硬な反対は少ないという。

これは、合併協議が進む間に行われたきめ細か

な合併に関する説明会の中で、合併が失敗した場

合に来るべき財政危機の状況や近隣自治体との

サービスや負担金の比較をオープンにして、きめ

細かく示してきたこと、また、町広報紙に計８回

の行財政改革特集を組み町民に財政危機の状況を

知らせてきたことによるものと思われる。「事業

削減のための広報をいきなり行っても十分な効果

を挙げることは不可能だった」と担当者は口をそ

ろえて語る。

なお、18年度より改革プランが始まったことで、

職員の日常は変わった。たとえば従来委託だった

庁舎の清掃や道路の簡単な補修を自ら行い、出先

が1.5キロ以内の近距離の場合は原則として自転

車で往復している（その自転車も観光交流協会が

観光の目玉である菖蒲及びラベンダーの時期に観

光客向けに貸し出しているレンタルサイクルの活

用である）。このような変化は金銭的な貢献のみ

ならず、職員の改革意識を高めているという。

果敢に挑戦する自治体
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近距離の移動はすべて自転車に



市街地を流れる浜勝浦川には、確たる水源が無く

生活雑排水や水産加工場等からの事業排水が流れ込

み、水質、底質の悪化や悪臭の発生といったいわゆ

る「ドブ川」と化し苦情が寄せられていました。こ

の河川の流域には、「勝浦の朝市」という観光名所、

「ビッグひなまつり」、「カツオまつり」や「いんべ

やぁフェスタ」などといったイベントが開かれ、観

光客を迎え入れる勝浦の玄関先となっています。市

ではこの河川の浄化を目標とし、平成12年度から消

臭対策にとりくみ、更に平成16年度から有用微生物

群（ＥＭ）による自然にやさしい浄化対策や啓蒙活

動を展開しているところです。

ＥＭとは自然界に存在する光合成細菌・乳酸

菌・酵母菌を主に80種類以上の微生物が混じり合

った液体であり、水質汚濁の原因となる有機物な

どを分解してくれます。

これを市で培養し、流域の地域に配布をすると

ともに河川上流部への直接投入も行っているとこ

ろであり、投入から２～３ヶ月で川底のヘドロの

減少や悪臭の減少といった感覚的な効果が現れて

きました。しかし、この河川は潮の干満の影響が

大きく現れる感潮域であることから、海からの海

草類等も流れ込み河川内で腐敗することもあるた

め、河川の状態は一進一退を繰り返しているとこ

ろです。また、川底のヘドロへの直接的な効果を

期待し、ＥＭどろ団子を作り河川への投入も行っ

ています。この団子は土とＥＭボカシ（米ぬかを

ＥＭ発酵させ乾燥したもの）を混ぜ合わせＥＭ活

性液で練り、テニスボールほどの大きさに丸めた

もので、一週間位でまるで和菓子のような白い綿

毛状のカビに覆われ、これを乾燥させ河川に投入

します。はじめは上手くカビを生やす事が出来ず

に失敗を繰り返しましたが、今ではこれまでの失

敗と努力が実を結び、「国内でも５本指に入る団

子」と専門家の評価を得たところです。

先日は、市の広報誌に記載されたＥＭの記事を

見て、身近な河川浄化活動に興味をもった市内の

小学校から相談を受け、総合的な学習の時間を利

用し勝浦市の環境やＥＭを利用した河川浄化につ

いてお話をさせて頂きました。団子作りにも挑戦

し、完成した団子は子ども達と一緒に近くの河川

に投入しました。幼少時代からの環境学習はとて

も大切なことであり、これからの時代を担ってい

く子ども達と、環境について話し合える機会を与

えて下さった先生方に感謝しています。

ＥＭを利用した河川浄化は各地で行われており、

ホタルやメダカの復活など大きな成果をあげている

ところが多くあります。まだ、私達は始めたばかり

で今後どういった変化が現れるか分かりませんが、

将来の水環境の向上をとても楽しみにしているとこ

ろです。また、平成17・18年度の２ヶ年で民間企業

とＥＭの実証実験を行っており、この結果を土台に

更にきれいな水環境を作るため、これからもＥＭと

ともに頑張っていきたいと思っています。
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勝浦市

有用微生物群による
河川浄化

環境防災課
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鎌ケ谷市では、インターネットを利用した市民

参加型の交通安全対策を実施しています。市のホー

ムページ上に、交通事故データやヒヤリ体験アン

ケートに基づいた交通安全情報や事故多発個所情

報、ヒヤリ体験情報を公開し、市民に情報提供し

ています。

また、このことから明らかになった危険な交差

点、事故多発路線、地区について、地元住民とと

もに交通安全対策を検討し実施してきました。そ

の中で、面的に交通安全対策を実施した東初富地

区をご紹介します。

東初富地区は、隣接する鎌ケ谷大仏交差点での

慢性的な交通渋滞から、当地区内に通過交通が多

く流入し、その結果、地区内での通過交通による

交通事故や、危険な歩行者環境が問題となってい

ました。また当地区の居住者は高齢化傾向にあり、

歩道の段差解消をはじめ平坦性の確保が懸案であ

りました。

そのために国土交通省の「くらしのみち」の登

録及び警察庁の「あんしん歩行エリア」の指定を

受け、それぞれの支援を頂き、交通安全対策を実

施しました。具体的には、物理的デバイス※1（ハ

ンプ※2、狭さく）、カラー舗装、道路区画線の設

置や、歩道の平坦性を確保するために段差解消を

実施いたしました。

実施に当たっては、地元住民の皆さんと協働で

交通安全対策を検討するため、ワークショップを

開催しました。

ワークショップでは、住民の皆さんと一緒になっ

て交通量を調査し、スピードガンを使って走行す

る車両の速度調査を行い、問題点を明確にしたう

えで、交通安全対策を検討し、住民の皆さんと合

意したうえで安全対策に着手しました。

その結果、地区内へ流入出する通過交通は約

14％減少し、車のスピードも調査全地点で時速

30km以下となり、地区内の交通安全の向上が図

られました。

鎌ケ谷市

歩行者優先の道づくり

道路河川管理課

くらしのみちゾーン東初富地区の取り組み

施工前

施工後

※1 物理的デバイス
自動車の速度を抑制するための構造物のことで、ハンプ、狭さく、シケイン、ボラード等がある。

※2 ハンプ
車道の路面に施され凸型断面舗装のことでドライバーに速度の抑制効果がある。
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館山市議会は、平成18年６月定例会の一般質問

からインターネットによる本会議のライブ中継を

開始しました。

館山市では、周辺自治体に先駆けて平成８年度

に市ホームページを開設、11年度に庁内ＬＡＮの

整備、13年度には地域イントラネット基盤整備事

業を活用した行政情報ネットワークなどのインフ

ラ整備を進めるとともに、南総里見八犬伝をはじ

めとする地域資源のデジタルコンテンツ整備など

ＩＴ（情報通信技術）化の推進を図ってきました。

市議会は、こうした流れを受け、平成17年から

会議録の検索システムを導入し、議会ホームペー

ジで公開を始めました。さらに、議会の公開性を

高める意味から、議場に足を運べない市民の利便

性を向上させようとして、ネット配信によるライ

ブ中継を計画しました。

そして、昨年10月頃から準備に入り、行政情

報ネットワークを管理する市情報政策課と地元

の「ＮＰＯ法人南房総ＩＴ推進協議会」の協力

を得て、12月定例会の開会初日に、仮設中継シ

ステムによるデモンストレーションを行い、中

継開始を本年６月とし、秘密会を除き原則とし

て本会議をライブ中継することで、全議員の了

承を得ました。

システムの構築に当たっては、厳しい財政状況

を背景に、可能な限り低コストでマンパワーを掛

けないことを基本方針とし、議場傍聴席の背後と

議長席背後に固定カメラ各１台を設置するととも

に、ビデオミキサー、配信サーバーからなるシン

プルなシステム構成としました。なお、市内の山

間地など通信環境の不利な地域でも視聴可能な設

定を行ない、配信を行なっています。

ネット中継がスタートして、議員からは「思っ

ていた以上に反響があり、市民の議会に対する理

解が深められた。」との声があります。

今後の課題として録画配信がありますが、効果

と経費の両面から良い方法を検討し、できるだけ

早い実施に向け、取り組んでいきたいと考えてい

ます。

館山市

インターネット議会
ライブ中継を開始

議会事務局

議場での質疑風景
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荒尾市の概要
荒尾市は熊本県の最北端に位置し、隣接する福岡

県大牟田市とともに炭鉱の街として発展してきまし

た。しかし三池炭鉱の生産縮小さらには平成９年の

炭鉱閉山等による基幹産業の衰退とともに、昭和30

年代には67,000人を超えた人口が現在57,000人を切

り10,000人以上減少し、有効求人倍率も平成15年度

には0.33と国や県に比べても低く高齢化も進んでお

り、地域経済の活力が低下しています。

荒尾市の地域再生事業
荒尾市の地域再生事業は平成16年６月に国の地域

再生推進のためのプログラムに基づく「荒尾市にお

ける中小企業及び観光と農漁業の共生対流事業」ま

た、翌年５月には地域再生法に基づく「地場産業と

住民の共生対流による起業創造と雇用機会の増大」

の２つの地域再生計画を申請し認可されました。

この計画は「食」をテーマに地場資源を活用しな

がら、新しい特産品の開発や小規模の起業を促進し

ながら、核となる拠点（「道の駅」の発展的なものを

イメージ）を中心に内発型の産業を創出し雇用と地

域経済の活性化を図るものです。

地域再生マネージャー事業（総務省）
多額の投資が必要となるハードの核拠点を建設す

る前に、まずその中身の商品や主体的な担い手のソ

フトを充実する必要から、専門的ノウハウをもつ関

東学院大学非常勤講師の斉藤俊幸氏とマネジメント

契約し、空き店舗を活用したまちなか研究室「青研」

を拠点に商品開発や起業化に取り組んできました。

私たちのモットーは「走りながら考え、現場で解決

する」です。

開発した商品は、地元産のサツマイモを原料にした

芋焼酎「小岱
しょうだい

」、商店主５人が空き店舗を活用して製

造した「荒尾乃葡萄酒」、海苔の生産者が手がけたア

イディア商品の「のりやののりこばあちゃん」等です。

また起業としては、商店主の農産物直売とワイン

製造の企業組合「中央青空企画」、家庭の主婦グルー

プが運営するコミュニティレストラン「梨の花」等

があります。

セレンディプティー（予期せぬ発見）
本市地域再生事業は当初ハード施設の建設を前提

に計画を進めてまいりました。しかしマネージャー

事業を進める中で、「青研」で家賃の一部になればと

始めた農産物等の直販が、約１キロ先に大型ショッ

ピングセンターがあるにもかかわらず、１年も経た

ず月200万円を超す売り上げになり、徒歩圏内におい

ての高齢者のマーケットが成立していることの発見

につながりました。

これを受け本市は空き店舗等を活用し、「青研」を

モデルに高齢者に優しい地域と共生した拠点を、市

内５ヶ所程度設置することにしました。このことに

より焼酎、ワイン等の新たな商品や地域共生拠点の

経済波及効果が核拠点に匹敵する可能性が見えはじ

め、多額の投資を必要とする核拠点の建設から方針

転換しつつあります。

荒尾市の地域再生事業は住民が知恵をしぼり、お

金をかけないでいかに自主・自立・自考していくか

それがキーワードです。

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 
熊本県荒尾市

予期せぬ発見・
荒尾市地域再生事業

農林水産課

まちなか研究室「青研」 芋焼酎とワインのポスター
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自 治 判 例 情 報

香川大学大学院地域マネジメント研究科教授　緒方　俊則

（A夫、B子ともに千葉県内のある自治体に勤務する地方公務員。A夫は法令担当）

（A夫） B子さん、こんにちは。最近仕事はいかがですか。

（B子） こんにちは、お久しぶりですね。私の課ではもう来年度の予算に向けた検討が始まっていて、最

近は忙しいんです。

（A夫） そう。少し早いね。

（B子） ここ数年、私の課の予算は毎年、毎年、減るばかり。毎年何をスクラップするか、頭を悩まして

いるんです。今は、所管している団体に対する補助金の見直しをできないかという宿題を課長から

出されていて、どういうことができるか考えているんです。

（A夫） その話で思い出したけど、最近、読んだ判例で、関係団体に対する

自治体の補助金交付の公益性が問われた事件があったよ。

（B子） それは、どんな判例？

（A夫） （次の内容を説明する。）
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○ 事件の概要
大分県旧挾間町（平成17年10月の合併により廃止され、由布市が新設）は、町の豊かな自然を生かし、住

民に農業に親しむ機会を与えるなどの目的で、平成２年、農林漁業体験実習施設、食堂、宿泊施設等からな

る公の施設「陣屋の村」を設置した。また、町長を理事長とした陣屋の村振興協会を設立し、その管理・運

営を委託した。

この陣屋の村の運営収支はオープン以来、赤字が続き、その補てんのため、町から振興協会に対して毎年

補助金の支出が行われていた。平成８年９月、理事長は食堂営業の収入増加のために和食調理の腕の立つ調

理員を採用すべきと考え、調理員１名を雇い入れた。その人件費の増加に伴い、この年度の赤字幅は拡大す

ることになった。これに対して、この年度、町は赤字を補てんするために800万円の補助金を支出した。

この補助金支出について、「公益上必要がある場合」（地方自治法232条の２）の要件を満たさず違法として、

町に代位し、町長（の相続人）に対して、補助金相当額の損害賠償を求める訴えが住民から起こされた。

○ 判決の概要
一審と控訴審は、町長が理事長として調理人を雇い入れた行為について、漫然と行われたものであり経営

上の裁量を逸脱した放漫な行為と認定し、町の補助金支出のうち、その者の賃金相当額は違法とした。

それに対し、最高裁（二小）は、その者の賃金相当額の補助金支出について公益上の必要性を欠くとはい

えないとし、町長側の逆転勝訴（原判決のうち敗訴部分を破棄し、第１審判決の敗訴部分を取り消し、請求

を棄却）となった。

関係団体に対する自治体の補助金交付の公益性が問われた事件
（最高裁（二小）平成17年10月28日判決　第59巻8号2296頁）
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自治判例情報

（B子） 問題となっている地方自治法232条の２とはどんな条文なの？

（A夫） 「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄付又は補助をすることができ

る」という条文なんだ。

（B子） ふーん。ここでは、その中でも「公益上必要がある場合」が問題となっているようだけど？

（A夫） そうだね。補助金の支出をめぐって公益上の必要があるかということは、よく問題になっていて

裁判例も多く出されているんだよ。全くの自由裁量ではないので客観的に公益上の必要がなくては

いけないとされているけど、結局、具体的なケースごとに判断することになるね。

（B子） それでこの場合、一審・控訴審、最高裁、それぞれ異なる判断となったのはなぜかしら？

（A夫） 平成８年度、振興協会が調理員１名を雇い入れたために人件費が増加し、町は赤字補てんのため、

より多くの補助金を支出することになったんだ。その補助金のうち新規雇入れとなった調理員１名

の賃金相当額について、公益上の必要があったかどうかの認定の違いが判断の違いになっているん

だ。それは結局、雇入れに当たって、町長が振興協会の理事長としてとった経営手法をどう評価す

るかということになるんだけどね。

（B子） もっと具体的にはどういうこと？

（A夫） 一審・控訴審では、雇入れにより赤字が拡大すると認識していたのに、対策をとらず町からの補

助金に頼ればよいと安易に考え、漫然と雇入れをしたことは、経営上の裁量を逸脱した放漫な行為

だとしているんだ。

（B子） じゃあ、最高裁の方は？

（A夫） こちらは、陣屋の村が公共目的を持った施設であり、振興協会はその管理･運営を目的として設立

されたということから、問題になっている雇入れによって赤字が増加したとしても、そのことだけ

で、陣屋の村を存続させるための赤字補てん補助金を支出することが不合理な措置とはいえないと

しているんだ。

また、食堂営業の収入を増加させるため腕の立つ調理員を採用しようと決定しているでしょう。

このことから人件費の増加による赤字の発生の防止についても一応の見通しを持っていたというこ

とができ、結局、経営上の裁量を逸脱した放漫な行為とはいえないとしているんだ。実際に、単年

度では赤字幅が増えても、腕の立つ調理員が評判となって、来訪者が増え、後年度に経営が改善さ

れる可能性はあるからね。

（B子） よくわかったわ。この陣屋の村の場合、最高裁でやっと自治体側の主張が認めてもらったという

ことだけど、補助金の支出に当たって自治体は住民に対して説明責任が果たせる執行に心掛けなく

てはいけないということを改めて痛感させられるわね。

（A夫） そうだね。この判例は公の施設の場合だけど、公の施設の場合に限らずそのことは言えるし、住

民に対する説明責任ということは、今の時代、自治体の業務全般についてますます求められるよう

になってきていると言っていいんじゃないかな。

（B子） そうか。とても勉強になったわ。

さあ、そろそろ職場にもどらなくっちゃ。今の話、来年度予算に

向けた見直し検討の参考にさせてもらうわね。じゃあ、またね。

（A夫） またね。

（参照文献）「逐条地方自治法」松本英昭著　第3次改訂版P.749
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新法・法改正の解説

新 法 ・ 法 改 の 解 説正

明治学院大学法科大学院助手・作新学院大学非常勤講師　山本　未来

地方分権の推進並びに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方自治法の改正がなされました。主

要な改正点は以下のとおりです。

1 副知事・助役制度の見直し及び出納長・収入役制度の廃止
市町村の助役に代えて副市町村長がおかれ、副知事・副市町村長の定数については各自治体が条例で任意に定め

ることとされます。これまで副知事等の通常時の職務については明確な規定がなく、権限のあいまいさが問題視さ

れることもありましたが、今回の改正により、副知事・副市町村長は、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び

企画をつかさどることが明示されたほか、事務執行の委任を受けて外部に対する権限行使をすることが明確にされ

たことから、住民にとってはよりわかりやすい権限・組織体制となったものと考えられます。

さらに、出納事務の電算化等に伴い、出納長及び収入役が廃止され（経過措置として現職は任期満了まで在職可）、

職員のうちから普通地方公共団体の長が命じた会計管理者が、会計事務をつかさどることとなります。

自治体のトップ体制が３役から２役に変更されるのは、1888年の市制町村制の制定以来初めてのこととなります

が、これらの改正により、執行機関の形態については各地方公共団体の実情に応じた選択が可能となるため、地方

自治の拡大に資する改革であるといえます。

2 議会制度の見直し
議長への臨時会の招集権の付与、議員の複数常任委員会への所属制限の廃止や委員会の議案提出権、議案の審査

等への学識経験者等の知見の活用など、議長の権限強化と議員の活動性を高めるための改正がなされました。これ

らの改正は、地方公共団体の役割拡大に伴い、議会の利害調整機能、政策機能、監視機能の充実を図っていくため

のものであります。

3 中核市制度の見直し
これまでの面積要件（人口50万未満の場合は面積100平方キロメートル以上）を撤廃し、人口30万以上の全市が中

核市の対象となるように改められました。このため、松戸市をはじめとした全国13市の人口50万未満の市が、中核

市の要件を満たすことになります。これは、市町村合併の進展により基礎自治体の規模・能力が拡充され、今後基

礎自治体を中心とする行政の展開を図ることが求められていることから、基礎自治体への事務権限委譲を進めるた

めになされた改正です。

4 その他
識見を有する者から選任する監査委員の数の条例による増加、使用料のクレジットカードによる納付、行政財産

の貸付又は私権を設定できる場合の拡大及び有価証券の信託が可能となる改正がなされました。また、「吏員」と

「その他の職員」及び「事務吏員」と「技術吏員」の区分を廃止し、一律に「職員」とされたほか、各大臣からの地

方公共団体の連合組織（地方六団体）への情報提供や、長期派遣職員等の退職金を派遣先の地方公共団体が負担で

きるようになるなどの改正が行われました。

5 施行期日
これらの改正は、平成19年４月１日から施行されます（ただし、監査、中核市に関する規定については平成18年

６月７日から、財務、地方六団体への情報提供、議会に関する規定については公布後１年以内において政令で定め

る日から施行）。本改正により、今後の地方自治のより一層の実質的発展が期待されるところです。

地方自治法の一部改正について
～地方公共団体の自主性・自律性の拡大へ向けて～
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プロローグ
1972年４月、大学を卒業して直ぐに市川市役所に

勤務しました。最初の配属先は土木部区画整理課。

２年後の1974年に、市役所では大型電子計算機を導

入することになり、私は、真新しい立派な電算室に

最新鋭の大型電子計算機が設置された「事務のＯＡ

化を推進する」総務部事務管理課電子計算機係（後

の電算課）に異動となりました。それから32年が経

過した現在でも、私の仕事は、情報と技術を効果的

に活用して、「行政事務の効率化」や「市民サービ

スの向上」、「地域住民や企業の活性化」を実現させ

る電子自治体を推進する仕事に携わっています。

情報技術活用との戦い
この32年間を振り返ってみると情報と技術をい

かに上手く活用できるかが私の仕事上の戦いでし

た。大学では経済政策を勉強した私にとっては、

情報技術は一から勉強しながら仕事をする毎日で

した。目の前にあるコンピュータは、私の作った

プログラムをあざ笑うかのようにエラーメッセー

ジしか返してきません。しかし、納期が迫ってい

るため自分で何とか解決しなければ担当している

業務は成り立たないのです。連日の徹夜や休日出

勤をしても一向に問題が解決しない。操作ミスを

して初めからやり直さなければならないなど途方

に暮れた日々もありました。当時は、先輩も同僚

や後輩も職員はみんな同じように情報技術を使い

こなすための戦いでした。

チームワークが道を開く
苦悩する中で道を開いてくれたのはやはり職場の

仲間でした。それぞれが担当する業務を受け持って

いるため、業務内容などの違いから他の人が担当す

るシステムは分からないことが多く直接的なサポー

トをすることができませんでした。しかし、間接的

なサポートは誰にでもできます。当時のチームワー

クは今振り返ってみても素晴らしい仕事上の成果を

あげました。夜遅く疲れて帰宅する仲間をマイカー

で自宅まで送る。単身の仲間には自宅に招いて家族

で一緒に食事や宿泊をしてリフレッシュする。仕事

には、こうしたチームワークが何より大切であるこ

とを身にしみて受け止めることができました。

仕事は常に前向きな向上心と広い視野で
情報技術の進展はめざましい。どんどん進化する

技術についていくために、私は、夜間や休日には専

門学校や大学の専門講座に通うようなことがしばら

く続きました。当時は、特にそうでもしないと新し

い技術に対応した情報システムの構築や運用に携わ

れなかったのです。

時には、休暇をとって、アメリカまで行き自分た

ちの職場や市民生活の未来は一体どのような姿にな

るのだろうか、アメリカ人はどのような考え方をし

ているのかを確かめに行ったこともあります。また、

阪神淡路大震災の直後には、現地に行って市役所や

コンビニ店などの情報管理と復興活動の状況を見に

行ったこともありました。

私は、情報関連の仕事に携わってきたこともあっ

て、常に進化する技術に対応しなければならないこ

とから、前向きに仕事をする習慣が身についたので

はないかと考えています。前向きは、場合によって

は、これまでの考えやプロセスを新しく改革するこ

とでもあります。或いは、新しい方向だけでなく昔

のように元の姿に戻す改革をすることでもあります。

改革にはリスクが伴なうため失敗はつきものです。

しかし、仕事に立ち向かうには、常に前向きな向上心

をもって取り組み、改革する勇気が必要ではないかと

思います。それに、情報技術の活用や担当業務という

狭い範囲で考えるのではなく、常に広い視野と本来の

目的は何かという意識を常に持って考えることが仕事

にとって大切なことだと常々思っています。後輩たち

には、是非心掛けて欲しいと願っています。

あの人この人　人物紹介

市川市
情報政策監

井堀 幹夫
1948年12月生まれ
出身地：京都市

電子自治体※

3年連続総合1位
の立役者

※2006年「電子自治体に関する調査」日本経済新聞社・日経産業消費研究所
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市町村の「自主財源」と言えば、市町村の税に分担金、
使用料などいろいろありますが、税は徴収率も上がらず、
使用料は住民の顔色を伺いながら、徴収などいろいろで
す。そんな中で私自身が考える市町村の「自主財源」は、
住民（若者）です。なぜかと言うと、市が住民（若者）
に対してより良いサービスを行えば自然に自主財源の確
保につながっていくと考えているからです。例をいえば
20歳代～30歳代の都心部通勤者（家庭を持っていること）
に低価格での市営住宅の提供により人口の増加を図って
税収入を確保するなどが考えられると思います。出生率
の低下などにより人口の減少が進んでいくと思いますが、
今後の自主財源の確保を考えていきたいと思います。

［いすみ市　匿名　26歳］

「官から民へ」とよく聞くフレーズですが、自治体職
員の考え・感覚を民間的なものへ変化させるとも考えら
れます。初めて就職したところが地方公共団体である私
は「民」の感覚がありません。インターネットで調べた
り、他団体を参考にすることが多く、「民」の感覚を備え
ていれば、いいアイディアが浮かんでいたのかも知れま
せん。私にとって自主財源は、まず職員が「民」の感覚
を持つことから始まるのではないかと考えます。

［御宿町　Ｍ　32歳］

新しい税金を創設し財源を確保している自治体も見受
けられるなか、小さい自治体では、税の公平性の観点か
ら導入が難しいと考えられる。また、石油貯蔵施設や原
子力発電所などの施設などを誘致し大きな財源を確保す

ることも現実的ではない。安定した自主財源の確保は、
新しいことではなく小さなことを積み上げていき、「入る
を量りて出ずるを制す」の精神で取り組んでいくことが
重要であると考える。

［香取市　匿名　33歳］

行政改革集中プランを策定した際、部会員として参加
いたしました。コスト削減等の事務事業の見直しの検討
で、削減ばかりではなく、「何か新しいお金が稼げること
はないか」と考えておりました。湖の橋から湖面へ向け
てのバンジージャンプや福祉センター温泉水の販売等で
す。コストをかけず実現可能なアイディアは未だに思い
つきません。自治研修センターで「自主財源確保方策」
をテーマとした研修に参加していますが、「夢のある自主
財源」を目指しています。

［長柄町　前川雅英　36歳］

現在、国の政策方針等により合併の推進、地方交付税
への依存体質からの脱却が求められているが、各市町村
の財政運営は依然厳しいままである。このような状況で
各市町村の自主財源で主要な割合を占める市町村民税の
見直しは必須である。また、課税調査や滞納整理、低、
未利用行政財産の売払いに努めることの他に、新税の創
設、まちづくりによる企業誘致、新住民の定住促進を図
り生産年齢人口の増加のための政策も考慮すべきである。
これらを踏まえ自主財源の確保には自治体職員の政策立
案能力の発揮が期待されるものだと考える。

［長生村　石田重久　29歳］

意見の広場

「一番やさしい」とかこれに類するという題名は、

まあ、普通は信用できないものなのだけれど、本書は

本当に読みやすい。いや、書名こそ「やさしい」です

が、その内容は以下のとおり充実しているばかりでな

く、かなりのハイレベルです。

分権後の自治体においては政策法務が重要だ、とは

よく言われますが、「政策法務」自体は、一般的に「政

策の運営における法務の運用」と漠然と認識されるも

のの、論者によって様々なアプローチがあり、参考書

等を読んでもわかりにくいのが現状です。これは、そ

の本質が「動機」「実践」である「政策法務」の性格に

よるものであって、同じく法令を扱う事務でありなが

らも「知識」「技術」たる「法制執務」とは異なるとこ

ろです。その意味で「政策法務」は「法制執務」とは

違って、参考書に書いてあるとおりに事務を行えばよ

いというものではないのです。

本書は、法令体系や政策法務の概論を説明の上、行

政職員・議員・市民のそれぞれの立場からのアプロー

チや研修の手法、運用の手法までが論じられており、

政策法務に一番重要な「自分で考える」ヒントに満ち

ています。ぜひ多くの方々に読んでいただきたい。

一番やさしい
自治体政策法務の本

●推薦：塩濱 克也（佐倉市行政管理課）

テーマ：わたしが考える市町村の『自主財源』

田口 一博 著
（学陽書房 刊）



■町の木■松
九十九里海岸特有の白砂青

松のシンボルです。
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郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る写真で見る 写真で見る 

九十九里町 
九十九里町の概要
九十九里浜のほぼ中央に位置し、東側には黒潮躍る雄大な

太平洋を望み、都心からも60キロ圏内と程近く、気候温暖で、
あふれる太陽と黒潮がもたらす豊かな自然に恵まれた人口約
２万人の海浜文化都市です。

九十九里町 

■町の花■月見草
自然の中で根強く群生する

姿は野生的で清楚で町の象徴
です。

■町の鳥■千鳥
文豪高村光太郎の詩にも登

場する海辺の町に縁の深い鳥
です。

源頼朝が矢を立てたことに発祥する伝説は有名
ですが、九十九里という名の由来は、九十九里浜
は60キロメートルあり、これは約百里であること
から、一里ひいて九十九里と名付けられたともい
われています。

遠浅で美しい海岸線と温暖な気候が相まって、
昔から多くの来遊客でにぎわっています。４月下旬
には本州一早い「海開き」が行われます。通年型マ
リンスポーツ・地曳き網をはじめとし、７月上旬と
もなれば海水浴場には人があふれ、観光九十九里
は本格的なシーズンを迎えます。
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歴史・文化財・伝統 歴史・文化財・伝統 
■伊能忠敬記念公園■
日本の測量の基礎に大きな功績を残した地理学者「伊能忠敬」

は、延享２年（1745年）に現在の九十九里町小関に生まれました。
平成７年には生誕250周年を記念し公園として生誕地が整備されて
います。時を越えても町の誇りであり、その功績をたたえた銅像
が建立されています。56歳から測量を始め73歳で亡くなるまでの
間に日本全国を測量し、生まれ故郷の九十九里の測量に訪れた伊
能忠敬は、「幼少時代に駆けまわって遊んだ土地、感慨無量だ。」
と砂浜を踏みしめながら叫んだという逸話があるほど、特別な思
い入れがあったことをうかがわせるエピソードがあります。

■高村光太郎詩碑■
智恵子抄の一節、九十九

里の初夏と妻智恵子が千鳥
と遊ぶ様子が克明に描か
れ、九十九里浜が一望でき
るよう砂丘に再現されてい
ます。

■九十九里町ふるさとまつり■
真夏の祭典として、平成２年からスター

トしたこのまつりは、８月の第１土曜日に
行われます。町民がふるさとを愛し、自ら
参加し、町の資源と伝統を最大限に活用し
たまつりです。
なかでも、約
2,000人が参加
をする「ひょ
っとこ踊りパ
レード」は一
見の価値あり
です。

■いわし文化の伝統■
太平洋という自然財産の恩恵を受け、い

わし漁は江戸時代から大変有名でした。現
在では船舶による先進的な漁法により安定
した漁獲を維持しています。
いわし文化は、長く漁としての伝統があ

るだけでなく、「衣・食・住」とさまざま
な形で生活に根付いている文化であり、先
人により培われた歴史が九十九里の風土を
築きあげてきました。



編集後記 編集後記 編集後記 
リニューアル後のクリエイティブ房総はいかがだったでしょうか。昨年度に実

施しました1,000名を超える方々からのアンケートの意見を参考に、新しい企画

を取り入れました。内容も「読みやすく」を心掛けましたので、一人でも多くの

職員の方々にお読みいただきたいと思っています。

もう１つのリニューアル、私達の組織も「千葉県市町村総合事務組合」と統合

し、研修機関は「千葉県自治研修センター」と名称変更しました。各種研修をは

じめクリエイティブ房総の発行などを通し、新しい組織となっても皆さんから望

まれ、愛される仕事をして行きたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

研修Pick Up研修Pick Up
　今回は、社会経済環境の急速な変容に伴う多様な行政ニーズに対応するため、職務への応用力を発揮
しえる高度かつ専門的な能力を養成するため実施している特別研修の６課程をご紹介します。（平成18
年11月～平成19年2月実施分） 

住民満足度（CS）向上研修 
期　間：平成18年11月8日～11月9日 

対象者：住民満足度（ＣＳ）向上に関心のある者 

内　容：ＣＳ調査のポイント・活用等の講義・討

議により、住民満足度（ＣＳ）の基礎的

知識・技法について学びます。 

電子自治体研修 
期　間：平成18年12月11日～12月12日 

対象者：電子自治体に関心のある者 

内　容：電子自治体と情報政策等の講義・討議に

より、行政運営の効率化実現のために必

要な能力の向上を図ります。 

女性職員研修 
期　間：平成18年12月14日～12月15日 

対象者：主任級以上の職にある女性職員 

内　容：職場の活性化とリーダーの役割等の講義

により、公務員としての意識啓発及び職

務に対する意欲の推進を図ります。 

問題解決能力向上研修 
期　間：平成19年1月30日～1月31日 

対象者：問題発見・解決能力の向上に関心のある者 

内　容：問題解決のプロセスと発見等の講義・討

議により、自治体業務等における問題発

見・解決能力の向上を図ります。 

行政課題研修II(自治体職員の意識改革) 
期　間：平成19年2月1日～2月2日 

対象者：テーマに関心のある者 

内　容：人事評価等の講義・討議により、行政改

革の推進が求められる中で必要な知識・

姿勢などを学びます。 

折衝・交渉能力向上研修 
期　間：平成19年2月7日～2月8日 

対象者：住民や業者との折衝の機会の多い者 

内　容：折衝技法、折衝の心得等の講義・実習等

により、折衝・交渉能力の向上を図りま

す。 

＊＊＊多くの市町村職員の皆様のお申込みをお待ちしています!!＊＊＊ 



今号の表紙（四街道市）

毎年２月25日に行われるはだか祭りは、和良比
わ ら び

地区に
古くから伝わる神事で、皇産霊（みむすび）神社と和良比
ヶ丘公園で行われます。
赤ちゃんの健やかな健康を願い、そして五穀豊穣を祈っ

て、寒い冬の日に褌姿の男たちが冷たい田んぼに入り、
100メートルほど離れた神社と和良比ヶ丘公園内に作られ
た田んぼを何度も往復します。田んぼでは泥の投げ合いや
騎馬戦が繰り広げられ、毎年多くの見学者が訪れます。

◆ 和良比はだか祭り ◆
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