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誰のための地方再生か？

菅 原 敏 夫

今日のテーマは財政健全化法という、まだ施

行されていない、できたてのほやほやの法律に

ついて、現在わかっていることを最大限お話し

ます。まだ政省令もできておりませんので、わ

からないことも多いのですが、わかるまで待っ

ていて慌てるよりも、現在のところ、どういう

ことが予想されるのかということを、今日はお

話したいと思います。

この法律は、たんに職員の人件費だけではな

く、公立病院や下水道関係の赤字、特に影響が

大きいと思われる国民健康保険の赤字、つまり

市民の福祉に直結する課題を、結果的にあぶり

だしてしまう法律です。

総務省に付与さ れた新たな権限

財政健全化法は「誰のための地方再生か？ 。」

はじめからこういうことを言ってしまうのは、

言い過ぎかもしれませんが、結果的にこの法律

は、総務省に新たな権限を付与する法律になっ

ています。わかりやすく言えば、毎年、人間ド

ックに行くことを法律にしたようなもの。皆さ

んは、人間ドックに行くといろんな数値が気に

なる年齢と思いますが、この法律も同じで、4

つの指標を調べて、毎年、公表することになり

ます。その数値が高いか低いかの基準、ウエス

ト 85 センチ以上はダメというのを、総務省が

決めます。

この 4つの数値のうち 1つでも高いと、ここ

から先は人間ドックより厳しくなって、身体全

体の是正計画が必要になります。人間ドックで

全ての数値が基準内だというスーパーマンは、

ほとんどいない。普通は 1つくらいはひっかか

っています。それでも「ここのところビールを

飲みすぎたから」とか言って、笑って誤魔化し

ているんですが、この法律では 1つでもひっか

かったら、是正計画をつくらないといけません。

この 4つの指標のうち、特に重要な 3つの指

標が、さらに悪い数値になったら「再生計画」

をつくらないといけません。1 段階目は「健全

化計画 、2 段階目は「再生計画」をつくるこ」

とになります。

皆さんがご存じの言葉「財政再建団体」は、

人間ドックと同じで、数値が悪くても笑ってご

まかせばいいんです。いよいよヤバクなった時

は自分から申し出て「入院させてください 。」

これが夕張市です。夕張市は総務大臣の命令で

入院したんじゃないんです。議会の議決を経て

申し出た。しかし、今度の新しい法律は申し出

ではありません。指標の 1つでも超えて「健全

化団体」と指定されると、健全化計画をつくら

ないといけない。さらにひどくなると強制入院

です。

ここが相当に変わります。そんな強制入院さ

せられないように、私たちは悪知恵を働かせて
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工夫して逃れようとします。前の晩だけ飲まな

いですまそうとか、3 日くらいは甘いものを食

べないとか。しかし今度の財政健全化法の場合

は、検査の前に悪いところをとっちゃう。公立

病院はどこもほとんど赤字です。それだけで健

全化団体、再生団体になるかもしれない。だっ

たら公立病院を外したらいいじゃないかという

悪魔の囁きが、頭をもたげるわけです。人間の

場合は心臓を外しておこうというわけにはいき

ませんが、自治体の場合は公立病院を外してお

こう、民営化すればいいじゃないかとなります。

国民健康保険を早めに値上げしておこう。だっ

たらひっかからないよ。人間と違って自治体は

外したり、そこのところだけ部品を入れ換えた

りできる。

自治体本体は、そんなに大きな赤字を抱えて

いるわけではありません。赤字が溜まっている

のは、公立病院、国民健康保険。今後は介護保

険が問題となります。さらに後期高齢者の保険。

どうみたって採算が合うはずがない。後期高齢

者保険は、半年か 1年、凍結するようですが、

保険料も決まっていません。まだどうなるかわ

かりませんが、導入されたらそのお金を誰かが

負担しなければなりません。そういう、赤字を

出している自治体周辺のところをあぶりだそう

という、強い副作用が現れてくるのではないか。

そのことを危惧するわけです。

財政健全化法というのは、今までの健全化法

よりさらに強い権限を総務省がもつことになっ

たというのが、本質だと思います。

新たに設けら れた ４ つの財政指標

この法律で定められている 4指標については、

これ以上はだめだという「これ以上」の判断基

準がまだ公表されていないので、確かなことは

言えないのですが、おかしいのは、総務省がそ

の基準を決めることです。例えばコレステロー

ル値では、これ以上だと血管が脆くなるから気

をつけた方がいいよ、ということで基準が決め

られています。医学はそうなっています。しか

しこの法律による判断基準は、これまで積み重

ねて得た水準ではなく、総務省が適当に頃合い

をみはからって決めるというものです 「出る。

までわかりません」というのは悔しいですね。

私は、すべての自治体を調べて、Ａ市はこうで、

Ｂ市はこうだった。真ん中はどれくらいかと想

像しながら、自治体の健康状態を判断してみた

い。総務省が勝手に線引きするのではなく、我

われで考えてみたいということで、皆さんにも

事前に呼びかけて、調べていただきました。

法律に定められた 4指標は、①つは「実質赤

字比率 。どこかで聞いたことがあるような気」

がしますが、これは全く新しい定義です。②番

目は「連結実質赤字比率 。これまで地方自治」

体に関する法律で「連結」という言葉が使われ

ている法律は一つもありません。これも新しい

言葉です。③番目は「実質公債費比率 。06 年」

から用いられている数字です。④番目は「将来

負担比率 「将来」も「負担」もどこかで聞い」。

たことがあるかもしれませんが、これも全く新

しい指標です。自治体の担当の方に数字を出し

て頂くようお願いしても、なかなか書けない数

字です。

①～④のうち、③は去年から出ている指標で

すが、①②④は、全く新しい、財政に詳しい方

でも今まで一度も聞いたことがない、見たこと

も、食べたこともない数値です。この 3つは、

この法律によって新たに定められたものであっ

て、皆さん、例外なしに見たことも聞いたこと

もないんです。辞書に出てこないくらい、ガラ

ッと変わりました。これまでの「財政力指数」

や「経常収支比率」は関係なしです。今度から、

総務省では、①②③の 3つを、赤字が垂れ流さ

れるということでフロー指標といい、④は借金

の固まりがこれくらいあるよということで、ス
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トック指標としました。①②③は赤字の垂れ流

し、④は借金の固まりを表す指標です。

①～④のうち 1つでも健全化基準を超えてい

たら 「健全化計画」を出すことになります。、

さらに、④は今まで見たことも聞いたこともな

いものですから、いきなり再生ということでは

あんまりだということで、④を除いて①②③が

健全化基準よりさらに悪くなった時は「再生団

体」になる。ここで気をつけないといけないの

は、指標が 1 つでも悪かった時は、いきなり

「再生団体」になることもあり得ることです。

基準が 100 で引かれた場合、ある日、健診して

いきなり 101 だったら、即刻、入院です。イエ

ローカード 2枚で入院じゃありません。相当に

きついですよ。

自治体への影響

健全化団体や再生団体になると面倒です。財

政健全化法では、京都市の場合には政令指定都

市ですから総務大臣が直、その他の市町村の場

合は京都府知事が監視するという形で健全化さ

せます。再生団体になると、夕張市と同じよう

に使用料、手数料は値上げしなければなりませ

ん。ひどい時には税率を上げなければいけませ

ん。そうした措置をとることを義務づけられて

います。

財政健全化法は、今年 6 月 15 日に参議院本

会議で可決成立し、6 月 22 日に交付されまし

た。できたての法律です。来年 2008 年度の決

。算を経て、2009年 4 月 1 日から施行されます

6 月 15 日に参議院本会議を通過させたのは、

参議院選挙の前だからです。参議院選挙の後で

は困ることになると思って、総務省は急いで通

した。残念ながら、この法案は民主党も賛成し

ましたので、今の参議院でも通りそうな気がし

ますが、私としては総務省の強い関与を無批判

で認めていいのか疑問に思っています。チャン

スがあれば、この夏に参議院に当選した相原さ

んにお願いして、廃止法案を出してやろうかと

思ったりしていますが、国会で決め直さない限

り、再来年の 4月 1日から施行です。

皆さんのなかには 「今ごろからなんで騒ぐ、

んだ」と思っておられる方もいると思います。

しかし、再来年 4月 1日から施行ならば、来年

度決算が問題となってきます。その来年度の予

算を今、つくっている。今つくっている来年度

予算の編成で、運命が決まります。暴飲暴食し

ていたら、法律の施行日と同時につかまります。

したがって、来年度予算が重要になってきます。

大事なことは、来年度予算をすべてクリアでき

るようにしなければ、職員の能力が問われるこ

とです。

健全化判断基準は、まだ全然、出ていません。

総務省は各自治体にこの 4つの指標を試算する

よう頼んでいます。試算の結果で、上から何番

目までを当選させるか数字を決める。1800 自

治体のうち 1000 が健全化団体になったら、仕

事が大変です。京都府の職員は残業になります

から、頃合いのいい数字を総務省で検討してい

ます。京都市が入ると面倒だから、それより上

の方にしておこうかなどと検討しているのでし

ょう。

100 も 200 もということはないでしょうが、

5 や 10 だったら他の自治体は安心して、ウォ

ーキングをやらなくなります。だから歩かせる

ように、広くひっかけるように思います。何年

か前に、ラスパイレス指数が高い 100何団体を

指定して、是正計画を出させたことがあります

ね。あれで実験ずみですから、総務省は 100 く

らいあっても是正させられると考えているでし

ょう。最初は少なめの方が仕事がしやすいから、

健全化団体は、少なくて 40、最大 100。再生団

体は 4、5 に止めるように調整するのではない

でしょうか。夕張市は当選確実です。どう計算

しても再生団体になる。現在、夕張市は「再建
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団体」ですが、そのまま「再生団体」になりま

す。第 1号です。

そういうことで、06 年度の決算数値は固ま

っているわけですから、自治体の担当者は政令

が出るのを待っているのではなく、ちゃんと試

算して数値を明らかにし、予算編成をどうした

らいいかを皆で議論する。数値がよいにしろ、

悪いにしろ、早めに公表して、インフォーム

ド・コンセントをとることが求められています。

4 指標は全く新しく定義された数値で、既存の

研究も役にたたない。皆さんが自治体の現場か

ら明らかにして、この数字はこんなふうに動く、

こんな特徴を持っている、この健全化基準や再

生基準でいいのかという議論を、今からしない

といけない。いち早く試算し、それぞれの現場

や、市長会、知事会、町村会の中で議論してい

ただきたいと思います。

最近の情勢

、この 8月 21日に、総務省の自治財政局長が

全国の総務部長、総務局長を呼んで、財政健全

化法について説明をしました。そこに自治労中

央本部の書記も参加して、速記をとったものが

あります。それによると、財政健全化法に関連

して 4つの話をしています。

1 点目は財政健全化法について。2 点目は、

それと連動して公会計改革をやらないといけな

いということ。3 点目は、第三セクターの経営

改革。4 点目は、公立病院の改革が今、非常に

重要だということです。

財政健全化法の説明では、財政再建法を見直

して 4つの判断比率を定めた。これらの指標を

整備して財政情報開示の徹底をはかり、財政悪

化を早期に防止するための早期健全化措置を盛

り込んだもの。各指標の算定方法の詳細や基準

は政省令が必要なため、年内に整備したい。僕

の読みでは、作業が遅れていますので、12 月 2

8 日に出てくるのではないか。そんな時に出さ

れては、予算編成が間に合いません。そういう

こともあって、自分たちで試算して、慌てない

ようにということです。

さらに、財政健全化計画の策定などの義務づ

けに関する規定は、2009 年 4 月に施行される

ので、これは 2008 年度決算に基づいて算定し

た比率から適用する。ただし、2007 年度決算

で健全化判断基準が公表されるので、連結決算

は公営企業も入ってくるし、公社、第三セクタ

ーも入ってくるから、財政運営上の課題がある

場合は、早急に対応することが必要だ、と言っ

ています。

地方公会計の改革については、2007 年 5 月

に公表した新地方会計制度研究会報告書および

近日中に通知予定している実質的な指針を活用

して、整備を進めてほしい。昨年 8月には地方

行革新指針を出しているので、よく読むように。

この中で、都道府県および人口 3万人以上の市

町村は 3年後まで、それ以外は 5年後までに、

財務諸指標の整備をしてほしい。できる限り前

倒して、適切に資産の評価を行い、連結ベース

でやるように。特に小規模市町村では進んでい

ないので、配慮するように、と言っています。

集中改革プランの中に、公会計制度の整備があ

げられていますが、全然進んでいない。進んで

いるのは定員の削減。人件費の削減です。

第三セクターの経営改革については、2002

年 12 月に指針を出した。財政健全化法は、第

三セクターの債務を含めた将来負担比率を指標

に入れている。早期是正の対象に入ってくるか

ら、より一層、第三セクターの経営改革に取り

組んでほしい、と述べています。さらに、今後、

経営改革の集中的な取り組みとして、累積債務

等で経営が著しく悪化していると判断される第

三セクターについて、外部専門家の改革検討委

員会をつくって始末をしなさい。これは、前か

ら言っている。骨太の方針にも書いてある。い
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よいよ潰す時には、地域力再生機構をつくるか

ら、それに売り飛ばして再生をやってくれ。そ

れについての研究会を内閣府につくって取り組

んでいるから留意しろ、と言っています。

公立病院の改革は、急にバタバタ始めました。

総務省内に公立病院改革懇談会を設置し、7 月

23 日に第１回目の会合を開いています。経営

指標を作成し改革プランをつくって、潰すか、

民営化か、独立法人化か、工夫して、2008 年

度までに結果を出せ、と。

私が解説するまでもなく、財政健全化法は、

親切に再建してあげるというだけではなく、

「地方行革新指針」に書いてある「地方公会計

改革」にリンクするし、三セクの始末と公立病

院の再編が、結果的に焦点となっていることが、

はしなくも自治財政局長の話に現れているので

はないかと思います。

重く なる議会の役割

財政健全化法の特徴は、議会の役割が重くな

っていることです。この法律には 「議会」と、

いう言葉が 15 回も登場します。毎年、都道府

県知事や市町村長は、4 つの健全化判断比率に

ついて議会に報告しなければいけない。もし 1

つでも基準を超えていれば、市町村長、都道府

県知事は、健全化計画を策定しなければなりま

せんが、その計画には議会の議決がいる。計画

の変更も議決が必要です 「こんな計画じゃ直。

らないよ」と国から勧告された時には、その内

容を議会に報告しないといけません。もし、も

っと身体が悪くなって再生団体になったら、総

務大臣、知事の勧告に関してどういうふうな措

置をとったかを議会に報告する必要がある。同

様のことが「再生計画 「 地方公営企業の）経」（

営健全化計画」にも適用されます。

議会に報告すると言っていますが、実質的に

議会が決めきれるか。計画を否決すると、長と

議会で「再議」が義務づけられています。健全

化法は、自治体議会に財政に関する新しい役割

を求めたと同時に、これまでの議会の自治体財

政に対する役割を活性化する課題も出てきたと

思います。健全化法があってもなくても、議会

の自治体財政に対する責任は重い。地方自治法

、の第 96条が定める議会の役割は、予算、決算

税、契約、その他自治体財務に関する最終的な

決定機関が議会にあることを示しています。ま

た監査については、議会の持つ監査・検査機能

とは別に、監査委員の選出母体としての責任も

負っている。こうした役割が、市民の負託に応

える形で果たされているのか、あるいはどのよ

うにしたら果たされるのかを議論することが、

重要だと考えています。

外部監査は可能か

もし健全化団体になったら、健全化法第 26

条によって外部監査を頼むことになります。こ

れには重要なことが含まれています。今は、自

治体の監査は監査委員が行っています。月 1回

合議をし、決済に関する意見をつけて決算委員

会に出す。小さい市ですと議会から 1人、その

他に職員のＯＢが 1 人。大きなところは 3、4

人。ところが健全化団体になると、外部監査が

必要になります。外部監査は、地方自治法で公

認会計士、弁護士、その他と定められています。

現在でも、都道府県と中核市以上は包括外部監

査を受けないといけない。そのうち 9割が公認

会計士です。ＯＢがやるわけにいかない 「そ。

の他」で該当するのは税理士くらいですね。

京都市と京都府も、包括外部監査を公認会計

士に頼んでいます。毎年、3、4 くらいのテー

マを決めて頼みます。京都市で 2500 万円くら

いで契約しています。つまり、１つ数百万円い

る。健全化団体になると三セクとか一部事務組

合、病院などいっぱいあって、全会計の監査を
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頼むと相当な金がかかる。健全化団体がそんな

金を払えるわけがないから、徹底的にやってく

ださいとはならない。現在、公認会計士は日本

で 1万人くらいいます。仕事のほとんどは上場

企業の監査ですから、大きな企業は、監査人に

10 億とか 20 億払っています。従業員 2 万人か

ら 3 万人の自治体なら、10 億、20 億かかりま

す。京都市の場合、包括外部監査は 1人の公認

会計士と契約していますが、実際は監査補助人

がついています。東京都では補助人が 28 人い

ます。公認会計士が 1 人でも、監査補助人 28

人の給料を払うことになる。京都市は 20 人弱

だったと思いますが、大変なんですよ。

公認会計士の事務所は大都市にしかありませ

ん。日本中に「無医村」があるように 「無公、

認会計士事務所村」がたくさんあります。再生

団体になるのは、人口が少なく経済活動が小さ

いところです。そういう自治体で外部監査をや

れるはずがないじゃないですか。これは絵に描

いた餅です。

健全化に至る病気は、2 階から落ちて骨を折

ったというのではないんです。生活習慣病です。

飲み過ぎ、食べすぎ、借金のしすぎ。それで赤

字が増えた。外科的な病気ではないので、毎日、

つききりでカロリー制限や運動させることが必

要です。生活習慣病は毎日のことです。自治体

の健全化も毎日のことです。役所の近くにいる

監査委員がきちんと責任を持って監査すべきこ

となんです。都市部にしか公認会計士はいませ

ん。さらに、公会計のわかる公認会計士は日本

に何人もいない。

26 条は「監査」という言葉を使って 「監、

査」ならざるものを法律に書き込んだとしか言

えません。この法律中の最悪の規定だろうと思

っています。役所の中で力をあわせて、きちん

と生活を改善することが必要です。

誰のための地方再生か？

昨年 8月 31 日 「地方行革新指針」の「集中、

改革プラン」によって 「貸借対照表 「行政コ、 」

スト計算書 「資金収支計算書 「純資産変動計」 」

算書」の 4つの財務諸表をつくる必要がでてき

ました。4 つ目の「純資産変動計算書」をつく

っている市町村は、日本全体で 0.1 ％くらいし

かありません。それを 3年後には全自治体につ

くれと言っています 「行政コスト計算書」は。

健全化判断指標に利用されますので、つくらな

いと数字が入らないことになるかもしれません。

この法律は、非常に問題がある法律だと思っ

ています。総務省の権限を強めて外部監査のよ

うな役にたたないことを平気が書く。影響甚大

です。そして、特に国民健康保険や公立病院な

ど市民福祉に直結する分野、そして下水道は、

何らかの対策を打たざるをえないでしょう。

そういうことをあぶりだす効果は、皮肉な言

い方ですが、この法律には強力に備わっている

とと思います。

（すがわら としお

・((財)地方自治総合研究所研究員）

（この文章は、今年 10 月 12 日に開催した、自治労京
都府本部主催の財政学習会で話された内容を編集して、
収録したものです ）。
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