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研修会等参加報告書 

 

関市議会議長 様 

 

２００９年２月３日 

 

議員名 尾関 健治 

 

 下記のとおり研修会等に参加しましたので報告します。 

 

記 

 

１．日  時：２００９年１月２９日（木） １３時００分～１７時００分 

            １月３０日（金）  ９時００分～１２時１５分 

 

２．研修等名：市町村議会議員臨時セミナー 

       「自治体財政の見方～財政健全化判断指標を中心に～」 

        （主催：財団法人全国市町村研修財団（ＪＩＡＭ）） 

 

３．場  所：滋賀県大津市 

 

４．会 場 名：ＪＩＡＭ全国市町村国際文化研修所４階、３階会議室 

 

５．研修目的： 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（自治体財政健全化法）は２０

０７年度の公布、２００８年度の指標公表を経て、いよいよ来年２００９年度

から本格的な運用が始まる。 

 改めて、自治体財政健全化法に対する理解を深めるとともに、自治体財政を

分析する力を研修参加により付けることを目的とする。 
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６．研修・講演概要 等 

 

《１日目・第１講》 

日 時：２００９年１月２９日（木） １３時１５分～１４時４５分 

講義名：「自治体財政健全化法のポイント」 

講 師：早稲田大学パブリックサービス研究所 

     客員教授 森田 祐司 氏 

 

・法律の施行に向けたスケジュールについて 

・健全化判断比率等の対象について 

・健全化判断比率等の概要について 

 ①実質赤字比率＝一般会計等の実質赤字額／標準財政規模 

 ②連結実質赤字比率＝連結実質赤字額／標準財政規模 

 ③実質公債費比率＝（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）／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） 

 ④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需要額算入額） 

・早期健全化基準・財政再生基準、経営健全化基準等 

・財政再生計画、財政健全化計画と経営健全化計画の内容の比較 

・地方公共団体の長と議会の関係 

・地方公共団体財政健全化法における監査委員の役割 

・地方公共団体財政健全化法における外部監査に関する規定 

・財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の経営健全化のイメージ 

・平成２０年度における地方公共団体財政健全化法に係る標準的な財政指標の

算定等スケジュールのイメージ案 

・「資産・債務改革」と「財政健全化法＆公会計整備」 

・健全化法と公会計との関係 

 

《１日目・第２講》 

日 時：２００９年１月２９日（木） １５時００分～１７時００分 

講義名：「自治体財政指標の見方」 

講 師：監査法人トーマツ パブリックセクター 

     公認会計士 鈴木 亮 氏 
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Ⅰ 資金繰り指標 

 １．形式収支＝歳入総額－歳出総額 

 ２．実質収支＝形式収支－翌年度に繰り越すべき財源 

（支払繰延額＋事業繰越額） 

 ３．実質収支（赤字）比＝実質収支（赤字）比率／標準財政規模 

 

Ⅱ 歳出構造 

 １．経常収支比率＝経常経費充当一般財源 

          ／経常一般財源＋減税補てん債＋臨時財政対策債 

 ２．義務的経費比率＝義務的経費／歳出合計 

 

Ⅱ 歳出構造（公債費負担） 

 １．公債費負担比率＝公債費充当一般財源／一般財源総額 

 ２．公債費比率＝公債費充当一般財源（繰上償還分を除く）－災害復旧費等 

に係る基準財政需要額／標準財政規模－災害復旧費等に係

る基準財政需要額 

 

Ⅱ 歳出構造（人件費負担） 

 １．人件費比率＝人件費／歳

出総額 

 ２．ラスパイレス指数 

 

Ⅲ 歳入構造 

 １．財政力指数＝基準財政収

入額－基準財政需要額 

 ２．自主財源比率＝自主財源

／歳入総額 

                     （写真１ 研修所外観） 

Ⅳ ストック指標 

 １．地方債現在高比率＝地方債現在高／標準財政規模 

 ２．積立金現在高比率＝積立金現在高／標準財政規模 

 ３．将来にわたる実質的な財政負担比率＝ 

地方債現在高＋債務負担行為額－積立金現在高／標準財政規模 

 

・健全化判断比率等の基本的な考え方 
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・健全化判断比率評価に係る留意事項 

 

《２日目・第１講》 

日 時：２００９年１月３０日（金） ９時００分～１２時１５分 

講義名：「財政指標分析の実際（演習）」 

講 師：監査法人トーマツ パブリックセクター 

     公認会計士 鈴木 亮 氏 ほか 

 

・各グループ５名に分かれて、

ある自治体の平成１８年度

「決算カード」、「財政状況等

一覧表」、「財政比較分析表」

の３つの資料を元にディスカ

ッションを行い、財政上の問

題点、当面の対策、中長期的

な課題等を抽出し、発表を行

う。 

 

                   （写真２ 教室内の様子） 

＜自治体財政分析＞ 

Ⅰ 健全化判断比率（平成１９年度） 

比率名 算定値 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 ７．７１％ １２．９３％ ２０％ 

連結実質赤字比率 ６．４０％ １７．９３％ ３０％（経過措置あり） 

実質公債費比率 ２０．２％ ２５％ ３５％ 

将来負担比率 １８９．１％ ３５０％ － 

 

Ⅱ 資金不足比率（平成１９年度） 

会計名 算定値 早期健全化基準 財政再生基準 

水道事業 － 

病院事業 １１．４％ 

下水道事業 － 

 

２０％ 

 

－ 

 

Ⅲ 資金繰りの状況 

 普通会計実質収支→△１，１３４百万円 

 実質収支比率  →△８．２％ 
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（分析） 

・普通会計形式収支で約１１億円の赤字、実質収支比率もマイナスとなってお

り、毎年、大変に厳しい予算繰りを行っている 

・歳出の内訳の中に「一時借入金利子」が約５７８万、前年度繰上充用金が約

１１億円あり、厳しい予算繰りの一端を示している 

 

Ⅳ 公債費負担の状況 

 公債費負担比率  →２１．４％ 

 公債費比率    →２２．１％ 

 起債制限比率   →１７．４％ 

 実質公債費比率  →２２．８％（類似団体５６団体中５３位） 

 

（分析） 

・平成４年度以降に着手した大型建設事業による地方債発行によって、公債費

負担を示す数値は軒並み悪化している 

・たとえば実質公債費比率の数値は、類似団体５６団体中５３位であり、財政

規模に対して過大な公債費を発行していることが推測される 

・また、一般会計から病院事業会計に約５億９千万円、下水道事業特別会計に

約７億９千万円をそれぞれ繰り出している 

・特に病院事業会計については、企業債残高が約５９億円、不良債務が４億円、

累積欠損金が約８億２千万円となっており、財政に対する影響が大きい 

 

Ⅳ 人件費負担の状況 

 人件費比率   →２４．３％ 

 ラスパイレス指数→９３．６（類似団体５６団体中３位） 

 人口千人当職員数→７．８８人（類似団体５６団体中５２位） 

 

（分析） 

・ラスパイレス指数は給与見直し等の成果により下がっているが、職員数に関

しては類似団体に比べて多めである 

 

Ⅵ 歳出構造の構造 

 経常収支比率  →１０５．７％（類似団体５６団体中５６位） 

 義務的経費比率 →５６．３％ 
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（分析） 

・経常収支比率が１００％を大きく超えているので、自治体独自の裁量で使え

る財源は皆無に等しいことが推測できる 

・義務的経費（人件費・扶助費・公債費）比率についても５０％をひとつの目

安とすると、これを大きく超えている 

 

Ⅶ 歳入構造の状況 

 財政力指数   →０．５２ 

 

（分析） 

・０．５２という財政力指数は決して良い数値ではないが、極端に悪い数値で

もない 

 

Ⅷ ストックの状況 

 地方債現在高比率 →２．０７ 

 積立金現在高比率 →０．０８ 

 

（分析） 

・公債費負担の状況でも確認できた通り、普通会計の地方債はもちろんのこと、

特別会計等の地方債も大きな額となっている 

・毎年の資金繰りが苦しいこともあり、積立金の残高は微少である 

 

Ⅸ まとめ 

（主な財政上の問題点） 

・普通会計の実質収支がマイナスとなっており、文字通りの「自転車操業」の

状態で一年を通して資金不足の状態が続いている 

・大規模な建設事業による公債費発行が負担となっていることに加え、市立病

院運営がさらに財政を圧迫している 

・普通会計が厳しい中、下水道事業に対しても約８億円という大きな繰出を行

っており、かつ、下水道会計自体、地方債残高が約１４４億円に上っている 

・人件費ならびに扶助費についても、公債費と並んで経常収支比率が１００％

を超える大きな理由となっている 

・土地開発公社についても、市からの貸付金が約７億３千万、債務保証に係る

債務残高が約３０億円と大きな額となっている 

 

（当面の対策） 
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・「財政非常事態宣言」を出し、市役所内外に対して危機的状況であることに理

解を求める 

・職員退職者に対する新規採用を必要最低限に抑え、人件費総額を抑制する 

・各種団体、個人に対するさまざまな補助金の見直しを早急に行う 

・市が直接運営する必要がないと思われる事業（例：駐車場事業）について、

民間に売却するなどして撤退する 

・市民税や固定資産税の徴収率を向上させ、同時にこれまでの滞納分について

も徴収に努める 

・下水道事業については、当面の間、整備をストップするか、もしくは整備計

画のスピードを大幅に緩める 

 

（中長期的な課題） 

・不良債務や累積欠損金を抱えている市立病院については、早急な改革による

負担は市単独では耐え切れない大きさに達しており、県もしくは周辺自治体

と協議をしながら、広域的な病院配置を十分に検討した上で方向性を決めて

いく必要がある 

・土地開発公社についても、財政規模からすると大きな塩漬け土地を保有して

いることが想定されることから、中長期的に公社保有土地の縮小を図ってい

く必要がある 

 

７．感想、所見等 

（議会の責任もまた重い） 

 今回の研修の中で最も興味深かったのは、実際の自治体を例にとって、決算

カード等の財政資料から当該自治体の財政状況を分析する講義であった。 

 研修例として挙げられる以上、どの自治体の財政状況も軒並み財政指標が悪

化していることは当然かもしれないが、夕張市のような特殊なケースだけでな

く、当たり前のように財政状況が極めて悪い自治体があることを目の当たりに

して驚きを禁じえない。 

 今回、対象となった自治体は、三位一体改革等による影響も当然あったと想

定されるが、それ以上に大型の建設事業投資とそれに伴う公債発行、赤字が累

積している市立病院の経営など、市自身のマネジメントの失敗がかなりの部分

を占めるように思える。 

 ここまで財政を悪化させてきたのは歴代の市長はじめ行政に責任があるのは

当然だが、議会もまた同じ責任が問われるし、また、問われなければならない。 

 こういう例を見たことにより、議会として議員として、財政運営についてこ

れまで以上にしっかりとチェックをしていく必要があることを改めて痛感して
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いる。 

 一方、これだけ財政指標が悪くとも財政再生基準はおろか、早期健全化基準

さえも超えないことは、別の意味で驚きである。今回の講義の中で、「早期健全

化基準をクリアしているからその自治体の財政は問題がない、ということでは

決してない」という説明があったが、まさしくその言葉の通りだということを

今回の研修を通して実感することができた。 

 

８．日程等： 

【１３日（日）】 

１３：００ 開講・日程説明 等 

１３：１５ 「財政健全化法のポイント」 

講師：早稲田大学パブリックサービス研究所 客員教授 

           森田 祐司 氏 

１５：００ 「自治体財政指標の見方」 

講師：監査法人トーマツ パブリックセクター 公認会計士 

    鈴木 亮 氏 

１７：００ １日目終了 

【１４日（月）】 

９：００ 「財政指標分析の実際（演習）」 

講師：監査法人トーマツ パブリックセクター 公認会計士 

    鈴木 亮 氏 ほか 

 １２：１５ 閉講 

 

以 上 


