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４

小山市民自治研究会設立１周年
小山市民自治研究会
６月 14 日（日）午後、小山市民自治研究 体財政健全化法の制定、③地方財政におけ
会が設立１周年を迎え総会を開催しました。る三権分立・異なった立場からの財政白書
総会では、昨年６月の設立以来、小山広 作成、④情報技術の革新と高齢化社会の地
域保健衛生組合のコンポスト問題を契機と 域デビュー、⑤総務省の「積極的」な情報
したごみ問題の懇談会や子ども・子育て新 開示は、決算カードの開示等の第一ステー
制度についての懇談会、会員同士の意見交 ジから類似団体比較カード・財政状況資料
換会など試行錯誤をしながらの活動を踏ま 集の開示等第二ステージに入った。
え、新年度は、市町の財政分析を柱にしな ○ 住民がまちの財政を学ぶ「心の準備」
がら会員の問題意識に対応した活動をして はできているか。限られた財源をどのよう
いくことを確認しました。
に市民的に使うか、お金をもう人まかせに
総会後の記念講演(学習会)は、多摩住民 しない、お金のセンスを磨く（基本計画に
自治研究所の大和田一紘理事長を講師に
手順とお金の裏付けはあるのか、予算や決
「財政分析でみえてくるまちの姿－財政分 算のあらましなどの広報はなぜ読まれない
析入門」でした。
のか、よまれるようにするためには何をど
○ 市民・行政・議会による財政分析活
のようにすればよいのか。小山市広報の決
動・財政白書づくりの５のキーワードとし 算報告で人件費削減をことさら強調してい
て、①地方分権一括法の施行による財政情 るのは異常!!
報の共有化、②夕張市の財政破たんと自治 ○ 今日の市町村財政危機や悪化の原因は、

１

財政制度からくる３割自治、経済のグロー 民的公共性」という観点から、類似した条
バル化、バブル崩壊後の政策不在、都道府 件にある団体の財政運営の実態を捉え、比
県の経済・開発政策や財政制度、市町村固 べることで自らの財政運営の特徴点を容易
有の社会状況や財政運営 ⇒決算カードや に捉えることで極めて有効。類似団体との
類似団体比較カードを使ってミクロからマ 比較結果を例示することで当該団体の原因
クロにアプローチする。
や財政指標の改善に向けた取組み、自治体
○ どのようにすれば自治体の財政がわかり、の可能性が期待できる。
議員や市民が太刀打ちできるか。
経年的に広報を検証する視点が
必要。各年度の「財政状況類似
団体比較カード」などにより近
隣市町村や同規模の自治体と比べ
てみる。
○「類似団体比較カード」を使
って財政運営の分析をする。①
財政運営の堅実性、②財政構造
の弾力性、③住民生活の向上や
地域経済の発展に対応する「市

【財政資料からみた小山市の財政】
● 財政調整基金を取崩し、単年度実質収支は赤字が続く
・平成 25 年度財政状況資料集から

２

● 財政力がある（財政力指数高い）が、人口１人当たりの目的別歳出は民生費・教育費
低く、土木費・農林水産業費が多い
・類似団体比較カード（平成 24 年度）から
◇財政指標
◇人口１人当たり目的別歳出（単位:円）
区 分
経常収支比率 %
財 政 力 指 数
実質収支比率 %
公債費負担比率%
実質公債費比率%

小山市
83.3
0.93
3.9
12.4
5.9

類似団体
90.8
0.82
4.9
13.8
6.8

区 分
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農林水産業費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災害復旧費
公 債 費
諸 支 出 費
歳 出 合 計

◇人口１人当たり積立金･地方債現在高(単位:円)
区 分
積立金現在高
財政調整基金
減 債 基 金
その他特定目的基金
地方債現在高

小山市
29,828
11,801
2,209
15,818
305,762

類似団体
69,485
24,301
5,243
39,744
299,319

決
算
額
小山市
類似団体
2,665
2,334
37,485
52,949
100,669
140,008
30,394
29,394
3,778
1,526
10,352
3,146
26,910
7,871
55,019
38,880
18,337
12,924
31,783
36,959
3,164
27,470
33,606
216
344,864
364,977

地域に「まちの研究所（まち研）
」を作りましょう。
相談は事務局に連絡ください。
「まち研」ブックレットあります。

３

第 39 回自治体政策セミナーin 埼玉
５月 31 日、さいたま市において自治体問 地の取組状況と課題」で、報告１が「日野
題研究所主催の第 39 回自治体政策セミナ
町の総合計画推進と地方創生の取組」古道
ーin 埼玉が開催されました。前半は講義で、清氏（日野町職員）
、報告２が「
『連携中枢
講義１が「持続可能な地域を目指して～
都市圏』構想の進捗状況と課題」今西清氏
『地方創生』の論点と課題、対抗軸」講
（自治体問題研究所）でした。
師：岡田知弘氏（京都大学大学院経済学研
「地方創生」推進の狙いや検証とともに、
究科教授）
、講義２が「
『地方創生』戦略と 地方版創生総合戦略の策定にあたっては、
2015 年度地方財政計画、自治体の課題」講 国からの人口政策に無批判に追従するので
師：平岡和久氏（立命館大学政策科学部教 はなく、内発的発展、住民の学習と参加に
授）でした。
よるボトムアップや集落・コミュニティ自
後半は報告と討論「
『地方創生』を巡る各 治を重視することなどが報告されました。

【資料】講義 2「
『地方創生』戦略と 2015 年度地方財政計画、自治体の課題」
講義資料からの抜粋
○地方創生の展開
・人口政策への警告 過去の人口政策の弊
・国の長期ビジョンと総合戦略（5 力年計
害
画）を 2014 年 12 月に決定
・
「上から」の人口政策に対して、無批判
・2015 年度において、早期に各都道府
に追随することの危険性
県・市町村による「人口ビジョン」と
合計特殊出生率 → 実効性のある政策
「地方版総合戦略」を策定するというス
なし、若者の非正規、低賃金労働の是正
ケジュール
なし
・
「ばらまき型」の投資手法はとらないこ
社会増 → 自治体間競争、ゼロサムゲ
とが強調されるとともに、縦割りを排除
ームにおける合成の誤謬
し、ワンストップ型の政策を展開し、地 ・家族、コミュニティを基礎に、ボトムア
方の自主的取り組みを支援 各省庁の施 ップ型の人口ビジョンを
策や補助金も地方版総合戦略に連動
○ 地方版創生総合戦略（５年間）
○地方創生長期ビジョン(対象期間＝2060 年) ・
「まちの創生」において、
「集約・活性
・目指すべき将来の方向は「活力ある日
化」
、コンパクトとネットワークを強調
本社会」を維持することであるとし、人
「連携中枢都市圏」の形成を促進
口減少に歯止めがかかると 2060 年に 1
・4 つの基本目標を設定 ①地方における
億人程度の人口が確保され、人口構造が
安定した雇用の創出、②地方への人の流
「若返る時期を迎えることができるとす
れをつくる、③若い世代の結婚・出産・
る。人口の安定化」ととともに「生産性
子育ての希望をかなえる、④時代に合っ
の向上」が図られると 2050 年代に実質
た地域をつくり、安心な暮らしを守ると
GDP 成長率は 1.5％～２％程度が維持さ
ともに、地域と地域を連携する（中山間
れるとする。
地域における「小さな拠点」の形成、公
○ 人口政策をどうみるか
立小・中学校の適正規模化。小規模校の
４

活性化、休校した学校の再開支援。地方 ・転入促進：地方移住促進、企業誘致促進、
都市における都市のコンパクト化と周辺
地方大学活性化など ＊ 企業誘致に傾
等の交通ネットワークの形成、地方都市
斜すれば内発的発展を軽視
の拠点となる中心市街地等の活性化を強 ・結婚・出産・子育て：正社員化促進、妊
力に推し進める包括的政策パッケージ）
娠・出産・子育てへの切れ目のない支援、
・国家戦略特区・社会保障制度・税制・地
ワークライフバランスの実現 ＊「限定
方財政等 地方創生特区の指定、子ど
正社員化」誘導。保育等への規制緩和に
も・子育て支援新制度の円滑な施行、地
よる質の悪化問題。若者の非正規化・低
域包括ケアシステムの構築、地方法人課
賃金労働是正、正社員の長時間・過密労
税改革の推進、ふるさと納税の拡充、地
働への実効性ある施策なし
方における企業拠点の強化の促進、新型 ・地域づくり・地域連携：連携中核都市圏、
交付金
定住自立圏、コンパクトシティ、
「小さ
○ 総合戦略の問題点
な拠点（コンパクト・ビレッジ）
」への
・自治への侵害 総合計画の修正の「強
誘導、公共施設等の集約化（統廃合等）
制」
、人口ビジョンの強制
の促進 ＊「農村たたみ」と「ミニ東京」
・短期間での策定スケジュール、今年 10
づくり
月末までの策定を財政誘導
○ 緊急経済対策と補正予算
・政策誘導 政策５原則（自立性、将来性、・対策の内容 ①地域の内容に配慮しつつ、
地域性、結果重視）をもとに、特定の政
消費を喚起、②地方が直面する構造的課
策への交付金による財政誘導、地域経済
題への取り組みを通じた地方活性化（地
分析システムによる誘導
方創生「総合戦略」の選考的実施への交
・KPI と PDCA による管理の「強制」 KPI
付金など、③災害復旧、復興の加速化
設定と外部有識者会議設置の「強制」
、
（原子力災害からの福島復興交付金など）
PDCA サイクル管理のマネジメント人材
・対策の規模と効果 ３.５兆円程度。GDP
（地方創生人材支援制度、地方創生コン
押し上げ効果は概ね 0.7％程度
シュエルジュなど）への依存と住民自治
* 2014 年度補正予算案：3.1 兆円 うち
の軽視
地方創生関連約 60 事業、3225 億円
・KPI の実効性への疑問 人口や結婚希望
（地方創生先行型交付金 1700 億円）
実績等は KPI になじむのか？ ５年間と ○ 地方創生先行型交付金・基礎交付
いう期間での効果検証は中長期的視野か ・自治体による①地方版総合戦略の策定、
らの計画と取組みを阻害
②地方版総合戦略における「しごとづく
※KPI とは key performance indicator の
りなど」の事業を対象
略で、企業目標の達成度を評価するための ・都道府県及び市町村の配分比４:６
主要業績評価指標のことをいう。
・以下の点を踏まえて交付 ①地方版総合
○ 総合戦略における政策誘導
戦略策定経費相当分として１都道府県
・雇用創出：中核企業の革新、地域産業の
2,000 万円、１市町村 1,000 万円を確保、
労働生産性向上、農林水産業の６次産業
②人口を基本としつつ、小規模団体ほど
化、輸出促進、観光振興、地域活性化、
割増、③財政力指数、④就業（就業率）
、
ICT 活用、分散型エネルギー等 * 既存
人口流出（純転出者数人口比率）
、少子
産業への支援が軽視
化（年少者人口比率）の状況に配慮（現
５

状の指標が悪い地域に配慮）
合化を推進
○ 地方創生先行型交付金における中央統制 ・公立病院改革の推進 公立病院の再編・
・各自治体の地方創生総合戦略策定経費お
ネットワーク化を促進
よび総合戦略に位置付けられる見込みで ○ 2015 年度地方税制の改編
ある。実施計画にもとづく新規の単独事 ・法人事業税所得割税率引き下げ、外形標
業であることが必須
準課税の拡大
・職員人件費、貸付金・保証金、基金の積 ・地方拠点強化税制の創設（地方拠点建物
立金、建設地方債対象事業（例外あり）
、 等の取得への減税や雇用促進税制の拡充）
国の補助事業には充当してはならない
・車体課税（自動車取得税のエコカー減税
・重要業績評価指標（KPI）の設定とそれ
の見直し 12 年延長、軽自動車税のグリ
にもとづく効果検証が求められる
ーン化特例）
○「地方創生先行型」交付金をどうみるか
・消費税率 10％の引き上げの 1 年半先送
・
「地方創生先行型」交付金は、地方創生
り（2017 年 4 月へ）
総合戦略という「土俵」を政府が設定し、・ふるさと納税の拡充
そのなかでの自治体の自由設計を認めな ○ 公共施設の老朽化問題と集約化問題
がら、自治体間競争を組織化し、効果検 ・総務省「公共施設等の解体撤去事業に関
証の仕組みによって「自主的取組み」を
する調査」
（2013 年 12 月）自治体が解
「強制」させる仕組み
体撤去する意向を示している社会資本は
・地方創生総合戦略には「集約・活性化」
、 約 1 万 2 千件、解体撤去費用約 4 千億円
コンパクトシティ、第三次産業を中心と
（廃棄物処理施設、教育関係施設、公営
した外来型開発への傾斜など、看過でき
住宅等）
ない問題を含んでいる
・自治体に公共施設等管理計画の策定を要
・交付金は、自治体、特に小規模自治体に
請（2016 年度末までに） すべての公共
とっては貴重な財源であるものの、政府
施設等を対象に、公共施設等の状況、人
による政策誘導方向に安易に乗るのでは
口の今後の見通し、財政収支の見込みを
なく、地域の実情やこれまでの各自治体
把握。更新・統廃合・長寿命化などの総
の内発的な取組みとの整合性に十分に配
合的計画的管理
慮することが重要
・公共施設等の除却に対する地方債の特例
○ 2015 年度予算と地方創生
措置（2014 年度予算～）
・政府地方創生関連予算 約 150 事業、
・公共施設の集約化に交付税措置（2015
7225 億円
年度予算～）
・その他の財政的支援（国家戦略特区、社 ○ 文科省による小・中学校の集約化の推進
会保障制度、税制、地方財政等） 6766
・文科省が 2015 年 1 月に公表した「公立
億円（子ども・子育て支援新制度等）
小学校・中学校の適正規模・適正配置等
○ 2015 年度政府予算と地方財政計画
に関わる手引き」において、規模適正化
・地方交付税における政策誘導の拡大 地
基準を小学校 4km、中学校 6km の基準だ
域の元気創造事業費に加えて人口減少等
けでなく、交通機関の利用を前提に 1 時
特別対策事業の創設 → 「取組の必要
間以内の通学時問を可能に →「小さな
度」とともに「取組の成果」を反映
拠点」から地域づくりの拠点中の拠点で
・公共施設老朽化対策の推進 集約化・複
ある小中学校を奪う「へそなし拠点」化
６

（田代洋一「
『地方創生』と農政『改革』
」 効性の問題とともに都市・農村構造のあ
『農業と経済』2015 年 5 月）
り方の問題。特に、都市と農山村が連担
・2015 年度予算で、公立小中学校の教職
する日本の地域構造のなかでの都市のコ
員定数について、少子化による自然減分
ンパクト化や拠点都市への施策・投資の
を超えて減らす「純減」とする方針
集中を進める政策については、
「農村た
・義務教育費国庫負担金も減額
たみ」につながる
○ 地方創生における論点、争点
・むしろ集約化の対象となっている周辺部
・地方創生予算や新交付金は地域の内発性
の農山村の方が一般的には出生率が高く、
を促進するか？
拠点都市形成によって「ミニ東京」をつ
・
「地方消滅」の危機感を煽ることをどう
くるのではなく、地方中核都市から中小
みるか？「あきらめ論」につながったり、 都市さらには農山漁村へと人の流れをつ
国の政策に乗る受け身の姿勢につながる
くっていくことが求められる
のではないか？
・
「しごとの創生」の地域経済振興の内容
・2060 年に人口 1 億人を維持するという
も従来型の農林水産業や製造業の支援で
のは現実的か？そのための実効性のある
はなく、第三次産業、農林水産業の 6 次
手立てはとられているのか？
産業化・輸出促進、創業・イノベーショ
・拠点都市への集約化やコンパクトシティ
ンの推進等に特化しているという問題。
は周辺部の「切り捨て」にならないか？
特に従来型農林水産業は地方創生戦略の
○ 地方創生戦略では問題は解決しない
対象から外されるだけでなく、TPP 推進
・地方創生長期ビジョンでは、2030 年～
によって大打撃を受けることになれば、
2040 年頃に出生率が人口置換水準まで
農山漁村からの人口流出は加速する。地
回復すれば、2060 年に総人口 1 億人程
方創生における地方拠点都市への集約化
度を確保し、2090 年頃には人口が定常
の推進が主に第三次産業を中心とした就
状態になることが見込まれてるとしてい
業の場の確保が想定されていることと符号
るが、それを担保する実効性のある政策 ・農業については、法人や大規模農家等へ
パッケージが出されているわけではない
の農地の集積と 6 次産業化・輸出促進が
・政府の政策は、出生率回復に成功したフ
基本戦略となっており、兼業農家の農業
ランスやスウェーデンのような中央政府
からの「追い出し」が進む。そこには地
レベルでの出産・子育て支援の抜本的拡
域の総合性やコミュニティへの配慮はみ
充策とはほど遠い。フランスなどのよう
られない
なマクロ政策なしに地方の「頑張り」に ＊産業戦略とコミュニティ対策を分離。地
よって出生率回復ができるというのは幻想
方創生が「農村たたみ」を推進
＊全国市長会研究会提言（2015 年 5 月 26 ○「地方創生」にどう対抗・対応するか
日）
：出産・子育てに係わる医療・教育
・政府の施策・予算では合計特殊出生率の
面での経済的負担の軽減について、ナシ
向上の保障なし
ョナルミニマムとして、国が責任を持つ ・交付金（地方創生先行型）のメニューも
ことを提言（子育てにかかる医療費を国
決め手なし ←無責任に自治体に知恵出
が全国一律で負担することなど）
しを期待 これまでの地域づくりが問わ
○ 地方創生戦略と「農村たたみ」
れることに
・
「まちの創生」の政策パッケージには実
・一方では、集約化への財政誘導はかなり
７

自治体計画に影響 集約化はトップダウ
域連携、道州制をセットで進める路線の
ンで進むことに ← 住民自治、集落・
一環。総合戦略といいながら、地域産業
ミュ二ティ自治の力が問われることに。
対策とコミュニティ対策を分離。ゼロサ
ボトムアップの議論と合意形成を進める
ムゲームによる「生き残り競争」の組織化
ことが喫緊の課題
・増田レポートによるショックを「制度の
・地方創生の「創造的破壊」政策への対案
リセット」
、つまり道州制につなげよう
の一つは内発的発展。内発的発展におい
というベクトルが強まることに十分警戒
ては地域の総合性と集落・コミュニティ
する必要
自治が何より重視される。地域の諸主体 ・同時に、中小規模の自治体の自治を活か
が自分たちの地域の総合的把握と地域コ
した内発的な取り組みこそが、少子化に
ミュニティ自治を基礎とした市町村自治
歯止めをかけ、持続可能な地域をつくっ
のうえに立って協同した、地域の人材、
ていくモデルを示していることに確信を
資源、技術を生かした内発的な取り組みを
もつこと
基礎に対抗・対応を。そのためにはボトム ・そのためには、集落・コミュニティから
アップ型の計画づくりと実施組織づくりを
の住民の学習と参加によるボトムアップ
・もう一つの対案は「福祉国家型自治」あ
型の計画づくり・実施体制づくりが重要
るいは「自治体版福祉国家」を求めた
・
「農村たたみ」のうえで「ミニ東京」を
「下からの住民参加」 住民・地域団体
つくる「拠点都市構想」ではなく、中小
および自治体の協同による取組みによっ
規模自治体を起点とする対等平等かつ住
て、誰もが暮らしやすい地域づくり運動
民自治にもとづく自治体間連携の課題を
を中央政府の転換につなげる
重視する必要
○ まとめに代えて －「地方創生」を超えて ・特に都市部では住民団体などの「下から
・
「地方創生」の推進は、一面では人口減
の住民参加」を基礎に自治体のあり方を
少と地域経済の低迷に苦しむ地方に「光」 変革し、
「福祉国家型自治」あるいは
を当てたようにみえるが、地方分権、地
「自治体版福祉国家」づくりを

８

