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とちぎ地域･自治研究所第２回理事会開催 
11 月 30 日午後、県弁護士会館にて 2021

年度第２回理事会を開催しました。 

はじめに、太田理事長が総選挙結果の分

析と評価についての報告、さらに研究所設

立 20周年に向けて、これまでの活動を総括

し研究所の役割と活動形態を再定義するこ

とを提起しました。 

研究所設立 20周年に向けた取り組みにつ

いて、記念事業として記念誌作成及びフォ

ーラム等を秋に開催、調査研究事業として

①三橋理事提案の「県内自治体における公

民連携事業（ＰＰＰ）の進展とその評価」

及び太田理事長と栃木県民医連・医療生協

との協働で「コロナ禍と地域医療・公衆衛

生のあり方」の２つのテーマを概ね２年程

度をかけて取り組むこととしました。 

また、第 21回総会を５月下旬に開催する

こととしました。 

公民連携事業研究会―県内の公共サービスの民間化を考える－ 

◆ 日  時 ２０２２年２月１２日(土)１３:３０～    

◆ 会  場 パルティとちぎ３０１研修室 

◆ 助言者 三橋伸夫宇都宮大学名誉教授・研究所理事 

◆ 内 容 県内で進む PFIや指定管理者制度など公共サービスの民間化の現状を交流

し、今後の調査研究事業の進め方を考えます。 

自治体研究社の市町村議員研修会 （詳細・申込は下記ＨＰ）  

■ 第 52回市町村議会議員研修会（Zoom）ttps://www.jichiken.jp/event/220121/ 

第１講義:感染症に備える医療・公衆衛生と地方自治[2022年1月21日(金）13:00〜16:30] 

◎コロナ禍で加速する地域医療をめぐる政策動向――地域づくりに向けて 

◎保健所の統廃合がもたらした現実と今後の課題 

第２講義:コロナ禍からみる日本の社会保障[2022年 1月 22日(土)13:00〜15:00] 

■ 第 53回市町村議会議員研修会（Zoom）https://www.jichiken.jp/event/220204/ 

第１講義:コロナ禍と自治体財政[2022年 2月 4日(金)10:00〜12:00､13:00〜15:00] 

第２講義:デジタル改革と自治体の個人情報保護条例のゆくえ[2022年2月5日(土)10:00〜12:00] 

第３講義:これからの大規模災害に備える行政の考え方[2022年2月5日(土)13:00〜15:00] 

 

mailto:tochigi_jichiken@lycos.jp
http://members.tripod.co.jp/tochigi_jichiken/
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第 19期とちぎ自治講座(2021.11.20) 

コロナ禍の自治体財政、2022年度予算の課題（上） 
平 岡 和 久(立命館大学教授) 

■ はじめに 

今日のテーマは 2022年度予算の課題とな

っていますが、昨日（11月19日）政府の経

済対策が決定されました。この経済対策に

伴って補正予算が組まれます。実質 16ヶ月

予算という位置付けになっていますので、

この補正予算と来年度予算を合わせて皆様

方の自治体の政策や予算に大きく影響する

ということになろうかと思います。その詳細

な予算案がもうすぐ決まりますので、それを

よく把握していただく必要があると思います。 

■ 地方自治をめぐる最近の動向 

行政のデジタル化の起点になったのは

2017年頃です。政府の未来投資戦略 2017で

Society5.0 推進が出てきました。それから

４年間でおそろしい勢いで行政のデジタル

化が推進されています。９月にデジタル庁

が発足しました。総理大臣がデジタル庁の

責任者で、他の省庁と違う非常に集権的な

位置付けがあります。これはたいへん大き

な政府の府省の改革だろうと思います。行

政法の研究者はこれは憲法に反するような

組織再編だと警告されています。自治体で

は自治体ＤＸ計画を策定しなくてはなりま

せん。そして行政のデジタル化を進める際

に障害になるのは、自治体の数が 1700もあ

って、情報保護条例もバラバラ、システム

もバラバラだということです。その情報を

一手に集めて産業に提供したら、日本の産

業は成長すると考えているわけです。その

ために自治体のシステムを標準化したり、

ひとまとめにして、政府が集権的に号令を

掛けて、自治体が握っている個人情報を産

業に利用したいというのが狙いです。それ

が今着々と進められようとしており、デジ

タル庁の設置がその画期になるわけです。 

2018年の自治体戦略 2040構想研究会報告

で、自治体行政の標準化とか圏域行政で小

規模自治体は中心的な都市で広域連携して

やっていく話が出てきました。それからＴ

ＰＰ１１、日欧ＥＰＡが2018年から2019年

にかけて発効します。そしてデジタルファ

ースト法が 2019年 5月に成立します。2019

年 10 月に消費税が引き上げになって、2020

年 4 月からは会計年度任用職員制度が開始

されます。そしてコロナ禍になるわけです

が、その中でスーパーシティ法も成立しま

す。ＴＰＰ１１や日欧ＥＰＡ、さらにその

後の日米の自由貿易協定やその前段で日米

のデジタル化に関する情報関連の貿易協定

も結ばれています。 

このような動きがいろいろあって、ＲＣ

ＥＰ（東アジア地域包括的経済連携）が動

き出し、来年の発効にほぼ向かっていると

いうなかで、何が問題になっているかとい

うと、デジタル主権が非常に危機になって

いるということです。この辺ついては堤未

果さんというジャーナリストがＮＨＫ出版

から「デジタル・ファシズム」という本を

出しました。今ベストセラーになっていま

す。これを読むと非常に恐ろしくなるので

すが、ぜひ一読していただければと思います。 

ご存知のように中国は個人情報の保護が

最もなされていません。ヨーロッパは一番



 

３ 

 

個人情報保護がなされています。アメリカ

はどうか、日本はどうか。本当に安全保障

に関わるのであればアメリカの当局は最終

的に全部の情報を取ります。中国も自国の

巨大ＩＴ企業の情報を当然のように取って

いきます。個人情報の塊です。政府の共通

プラットホームはアマゾンが受注し、ＮＴ

Ｔデータが負けたという話もあります。そ

のデータサーバーを日本国内に置くのであ

ればまだいいのですが、アメリカに置くと

か中国に置くと、いざという時にデータは

全部アメリカや中国の当局が押さえること

ができるといわれています。非常に怖い話

です。アマゾンを政府の共通プラットホー

ムにした時の総務大臣は高市さんです。保

守派で「日本を守る」という方ですけども、

なぜかアマゾンに決めたということです。 

デジタル化というのは、一つは国民の情

報を産業に提供してデジタルトランスフォ

ーメーションをどんどん進め、それで成長

しようということですが、一方では、国際

的な協定でその情報は本当に守れるのかと

いう危険があります。そういう事態がコロ

ナ禍の中で進行しています。 

そういう中で、岸田政権が発足しました。

新しい資本主義実現会議が発足して緊急提

言が出ましたが、未だに何が新しいのかよ

く分りません。ただ、議論としては、経済

財政諮問会議でも分配とか格差是正という

ことが議論されています。確かに今までそ

ういう議論をしてこなかった、岸田さんが

そういうことを言うので、議論だけはして

いるのですが、本当に実効性のある対策が

出るかどうかというと、ほとんど期待でき

ないというのが今のところの感触だと思い

ます。 

 

■ 日本経済の現況 

政府の経済財政諮問会議でどんな議論が

されているかを見てみます。 

・日本経済の見通し 

日本経済の見通しは、ちょっと前までは

で諸外国よりもゆるやかではあるがコロナ

禍前までの水準に戻って少しは成長すると

いう民間予測になっていました。ところが

今年 9 月の実績は低下しています。実質Ｇ

ＤＰが 535 兆円に低下して、この見通しが

早くも赤信号になっています。この背景に

は、もちろんコロナ禍の第５波が相当厳し

かったという影響があります。そして、今

心配されているのが輸入インフレというこ

とで、原油価格をはじめ資材が高騰して、

それが円安の中でさらに輸入原材料の価格

が上がっています。企業物価が物凄い勢い

で今上がっているのです。消費者物価はま

だ横ばいですが、企業物価が上がって消費

者物価が横ばいということはその分は企業

が被っているということです。多分大企業

は下請けの中小企業にしわ寄せをするでし

ょう。だから中小企業は、今厳しい状況に

なりつつあるのではないかということです。

こういうあたりが今心配されています。 

・家計 

この前の経済財政諮問会議の「家計:所

得・消費・現預金」の資料では、リーマン

ショック時と比べると、現在ははるかに所

得に対して消費が低い状況になっています。

2020年の第 2四半期は 1人 10万円の特別定

額給付金で所得が上がりましたが、消費は

上がっていません。現預金はリーマンショ

ック時よりも上がり方がきついということ

で、非常に不安の中で貯蓄は増えていると

いう状況です。リーマンショック時と比べ

てコロナは先が見えないというところも非
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常に大きくあります。そして、非常に長丁

場になる中で中小企業・個人事業者も無利

子無担保融資をずっと借りていたのだが、

ここにきてもうこれ以上借りたら本当に返

せないということで、新規の借り入れは減

っているという状況もあるようです。コロ

ナ禍が長期化する中で、いよいよ中小企

業・個人事業者がどこまで持ちこたえられ

るかという瀬戸際に来ている中で、どうい

う対策が必要なのかということです。これ

は政府の司令塔に出ているような資料です

から、当然岸田政権の認識になっているは

ずです。その点では、こういうことを前提

に政策が出されているはずなのですが、

本当にそうなのかということです。 

家計の貯蓄は何故これだけ増えたのか

というと、特別定額給付金もあります

が、消費が減ったのが大きいということ

です。雇用者報酬は下がっていますが、

それ以上に給付金と消費を抑えたので貯

蓄が増えているという分析になっていま

す。 

・企業 

一方、企業の利益は、コロナ禍でも利

益をほぼ維持しているという業種が結構

あります。特にものづくり系はそうで

す。それから建設、不動産、情報通信など

が維持しています。もちろん宿泊・飲食や

生活関連サービス・娯楽、運輸などは非常

に大きな影響を受けていますす。設備投資

では、実はリーマンショック時は製造業の

影響が非常に長期に続いたのですが、コロ

ナ禍の場合は直ぐに回復して設備投資はも

う去年増えていて持ち直しという状況です。

特にソフトウェア投資が今年もかなり行わ

れるだろうということです。そして企業の

現預金もどんどん増えています。設備投資

も増えているわけですが、それ以上に企業

の現預金も増えているということです。で

すので、企業の内部留保も相当溜まってお

り、投資余力は確保されているのです。だ

からそれをいかに引き出して有効な投資に

向かわせるかということがあるのですが、

そこに対する対策を本当に経済対策ででき

ているのかという問題があります。 

・出生率は史上最低 

一方では、ご存知のようにコロナ禍で出

生率が史上最低であります。これは非常に

深刻な状況にあります。去年の出生数は過

去最少です。 

・労働分配率 

上の図は内閣府の資料ですけれども、労

働分配率が長期的に低下しているというデ

ータです。コロナ禍で 2020年度は労働分配

率が上がっていますが、上がった理由は単

に企業収益が減ったからで、長期的には下

がっているという分析になっています。こ

の資料の説明のところには「労働分配率は、

足元上昇しているが、感染症による付加価

値（分母）の下落によるところが大きく、

今後、労働分配率を引き上げていくために

は、賃金の上昇が不可欠」と書いてありま

す。現状認識としてはこういうデータが挙

がっているということです。 
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設備投資の方ではデジタル化やグリーン

など投資拡大の計画があるそうですが、こ

れが本当にどうなるのかが注目点です。 

・雇用：正規・非正規 

それから正規・非正規では、この間正規

雇用が増えて非正規雇用が減っています。

だからまさに企業の業績悪化のしわ寄せは

非正規雇用の切捨てという形で現れてい

る、調整弁として非正規雇用が使われてい

るということです。図表 18は正規と非正規

の年齢別の収入のグラフです。非正規はほ

とんど横ばいで年齢が上がっても給料

が増えないというわけです。ここでは

リスキリング、スキルをもう 1 回付け

ることが課題だとして、経済対策では

そういう類のいろんな事業が盛り込ま

れています。 

こういうことが今政府で議論されて

いるということです。 

 

■ 政府と自治体の新型コロナ対策 

・「政策災害」としてのコロナ禍 

コロナ対策としての政策自体が被害を拡

大したということで、私は「政策災害」と

言っています。オリンピックで空港検疫を

緩和したことが第４波、５波に繋がったの

ではないかということもあります。第５波

では感染者の自宅放置が大変な被害をもた

らしたわけです。それからＰＣＲ検査につ

いても、国際的にみると検査を拡大して誰

でも無償でどこでもというようにどんどん

なっていますし、それで感染者が出たら集中

的にエリア全域で検査して封じ込めるという

ことを結構やっているわけですが、日本では

未だに厚労省の技官をはじめとしたＰＣＲ検

査抑制論の影響からか検査が増えていません。 

ワクチンの問題では、専門家の分科会で

も２回目接種から６ヶ月でブースター接種

はやるべきだとなっていますし、アメリカ

やイギリス、ドイツなどはもう 6 ヶ月でや

っています。６ヶ月で相当抗体が下がると、

特に 70 代 80 代の高齢者は危ないので６ヶ

月では絶対やるべきだということです。日

本は今感染が落ち着いていることもあって、

８ヶ月という方針をそのまま堅持していて、

今から６ヶ月にすると自治体の体制が追い

つかないので混乱をきたすので止めたとい

うことで、厚労省が８ヶ月ですよというの

を改めて通達しています。専門家などは、

もし第 6 波がきてそれが大変なことになっ
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た時に、また同じような大失敗、手遅れに

ならないのかということを大変心配してい

ます。今大規模接種場に行ってもガラガラ

です。だからワクチンは余っているのです。

やる気になればできるのです。やる気にな

った自治体にやらせればいいではないかと

いう意見もあり、そのところが今大問題に

なっています。年が明けて２月くらいにな

ったら 6 ヶ月以上経ったという人が多く出

てくるでしょう。今ワクチン接種率が一番

高いアイルランドなどでも感染が拡大して

いますし、日本とワクチン接種率がそんな

に変わらない韓国で今、感染が拡大してい

て、高齢者で重症者も出ています。第６波

が深刻なことにならないことを祈りますけ

ども、医療提供体制は最悪の事態、夏の２

倍でも保たれるように強化しますという対

策を出しておきながら、ワクチンだけは８

ヶ月でいいという状況になっています。も

し第６波が深刻になった時に自治体現場は

大変なことになり、被害が拡大することが

心配されます。 

・新型コロナ対策における集権制 

コロナ対策で、特措法とか感染症法で集

権制が強まったと法律学者の方々がいって

います。このへんは参考文献で挙げた「法

と民主主義」（No56、2021年 7月）の永山茂

樹先生とかいろいろな法律学者が書いてい

ます。行政学者の金井利之先生も、ちくま

新書の「コロナ対策禍の国と自治体」では

「コロナ対策禍」と言っています。コロナ

対策が災害をもたらしているという私の言

う「政策災害」とほぼ同じです。 

さらに法律に基づかない集権制もありま

す。都道府県の知事が法定外の私権制限的

な対策を取りまくったということもありま

す。それがいろんな問題を引き起こしまし

た。特措法では知事に権限を集中させて、

やっている感の演出というのが横行しまし

た。大阪なんかが典型ですけれども。メデ

ィアに吉村知事が出まくって、やっている

感満載でした。ネットで若者が吉村知事の

Twitter に反応するなど大人気でした。け

れども結果が全てだというのが維新の方々

の言っていることですが、結果自体はどう

だったかというと、人口当たりの死亡者が

一番多いいのが大阪府です。特に第４波の

時に大失敗し、相当な死者を出したという

ことがあります。それでもやっている感満

載でなんか頑張っている話になるのが不思

議です。 

・新型コロナ対策における集権制の失敗 

それと問題になったのは、感染症法２類

相当の適用の中で保健所が一元管理してキ

ャパシティー不足で大変だったということ

があります。当時医療との連携が非常に不

足していました。保健所と医療、或いは医

師会も含めてこの連携が日頃からちゃんと

できているところとできていないところで

たぶん差があったのだろうと感じます。自

宅療養をそもそも位置付けたことで、医療

と切断された段階で保健所だけでは既に手

に負えないはずなのです。だから、その時

点でちゃんと対策を立てなければいけない

はずだったのです。本来自宅療養は感染症

法の中では想定していませんでした。自宅

療養になった段階でもう医療と連携出来な

くなるということが分かるはずです。それ

をちゃんと連携をするような措置を取らな

いと駄目だったのです。自宅療養をさせて

はいけないというのを貫いたのが和歌山県

です。それは責任が持てないからです。島

根県など他県でも頑張ってできるだけ入院

対応したところもありますけれども、自宅
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療養は大失敗でした。政府が自宅療養の位

置付けをして政府自らが国民皆保険制度を

投げ捨てたのです。そして第６波への対策

でも自宅療養へのケアが中心になっており、

臨時医療施設については大幅な拡充になっ

ていません。自宅療養が 20万人以上でもや

れる体制にしますといいますが、本当にで

きるのかが問題です。 

第 6 波がどれくらいになるのか全くわか

りませんが、それを想定して、今までの政

策災害の教訓或いはコロナ対策禍というコ

ロナ対策が酷い被害をもたらしたというこ

との教訓をしっかり見据えて、政府の政策

が不十分な時には或いは間違っている時に

は自治体の現場が防波堤になる、或いは修

正するということが住民の命を現場で守る

自治体の責任です。そのことに危機感を持

って取り組む必要があります。つまり第 6

波がかなりなものが来るかもしれない、そ

の場合にどうするかを考え、地方自治の現

場で今準備しておく、今議論をして対策を

立てておくということだろうと思います。 

・自治体首長による水平的競争と混迷、縦割りの弊害  

自治体の対応ということでは、都道府県

の知事間の競争ということで、経済活動制

限重視派と社会経済活動維持派とか、検査

抑制派と検査徹底派、或いはワクチン接種

の推進をめぐっての競争とか、いろんな競

争が起こりました。市町村の場合では、地

方創生臨時交付金を活用した単独事業にお

ける自治体間競争など、競争を煽るような

仕組みがありました。例えばクーポン券と

か商品券を隣の自治体もやったのでうちも

やらなきゃというような話です。 

そういう中で非常に目に付いたのが縦割

り行政の弊害です。国の指示待ちや都道府

県の指示待ちが去年は非常に目立ちました。

私の住んでいる京都でも京都市や京都府は

最初は国の指示待ちでした。混乱していた

こともあるでしょうが、それだけで正当化

できるでしょうか。和歌山県は全然違いま

した。和歌山県は保健医療行政が分かって

いる知事の下で全庁的にしっかり取り組ん

だということがあります。これは国の方針

に逆らってまでやったのです。国の指示待

ちというところとそうではなくて独自性を

きちんと発揮するところに分れました。一

方、独自性を発揮しようとしたが混乱と失

敗をもたらす事例というのもありました。

典型例は大阪府で、よく分からない独自指

標とか「イソジン」をめぐる混乱などいろ

いろ失敗を繰り返したのです。 

「地方自治の媒介・抑制機能、総合調整

機能」とは、国の画一的な縦割り行政の弊

害を是正する、或いは国の政策が間違って

いる場合はそれを抑制して住民の命を守る

という機能です。地方自治が果たす機能と

いうことです。こうした機能を発揮した例

として和歌山県の他にも世田谷区では社会

的ＰＣＲ検査で先進事例を作りました。 

 

■ 新型コロナ対策と財政 

今度の経済対策は史上最大規模で 55.7兆

円といっていますが、昨年度は１次、２次、

３次の補正予算を合わせるとだいたい 73兆

円です。今回の経済対策も補正予算でいえ

ば 31.9兆円で昨年度と比べると多くはあり

ません。事業規模とか財政支出が最大とい

いいますが、財政投融資もありますし、こ

れまでの使い残しとか来年度の予算まで全

部入っています。それでも補正予算規模

31.9 兆円は大きい額です。その予算は事業
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者に直接行く場合もありますが、多くは自

治体を通じて給付金とかいろんな事業が実

施されますので、自治体の仕事がものすご

くまた増えるでしょう。今度はコロナ対策

以外の予算が沢山あり、いろんな部署でい

っぱい仕事が増えますから、それをチェッ

クする議員の役割も大変重要になりますし、

相当いろいろチェックしないといけないこ

とになるのは必至だと思います。 

・地方創生臨時交付金 

その中で特に財務省がこれから槍玉にあ

げようというのが地方創生臨時交付金の使

い道です。これは去年メディアでもいろん

なことが取り上げられました。地方創生臨

時交付金の実施計画は議会でどれくら議論

されていますか。議論されているところが

あまりないようです。実施計画を出して後

から補正予算案になるわけです。だから本

当は、実施計画を出す前に議論をしないと

駄目です。去年は確かに時間がなくて第一

次の実施計画を 7 月にまず出して、第２弾

は 9 月に出したかとおもいます。第３次補

正で臨時交付金が追加されましたが、時短

への協力金はスキームがハッキリしていま

す。それ以外の単独事業で自由に使える交

付金では事務作業が大変だというので繰越

されているものがいっぱいあります。それ

と本省繰越といって限度額全部使えません

ので今年 4 月になって改めて実施計画を出

した部分があります。今年の４月に実施計

画を出す分であれば、出す前の今年の春に

議会でちゃんと議論すべきでしょうが、多

分議会での審議が行われていません。住民

にも実施計画を公表しないところがほとん

どです。しかし、臨時交付金は巨額です。

地方創生の通常の交付金予算は 1000億円で

すけれども、桁が違うのです。しかもかな

り自由度が高いのです。こういう計画は巨

額で自由に使えるのであれば、財政民主主

義からいうと住民参加で議論をすべきです。

ところが全然そうならず、市役所だったら

市役所で何か良い玉はないかといって、各

部局から事業を寄せ集めて、コロナで何か

ら理由付けできるのであればとにかく出す

という面もあるはずです。日頃からちゃん

とした計画を持ってやっている場合には、

ましな計画が出てくるかもしれませんが、

そういうものが余りないところでは十分な

検討なしに出しているところもあるわけです。 

今度の経済対策でもまた地方創生臨時交

付金が増えます。まだ使いきっていない部

分もあります。その上に更にまた来るわけ

です。使えないものはまた来年に繰越す部

分も出てくるでしょう。こういうものを議会

でちゃんとチェックすべきだと思います。か

なり巨額ですから市民に知らせて、こういう

使い方をすべきだという議論をやるべきです。 

これは財務省の資料です。去年はコロナ

禍が相当深刻でしたので、感染拡大防止で

あるとか雇用の維持と事業の継続など切羽

詰ったところに使われた部分が多かったと

思います。 

しかし今度の経済対策は違います。コロ

ナ対策以外の予算が多いのです。経済回復

後の事業も入っています。去年もコロナ以

外のポストコロナの施策を入れ込んでいま

したが、要注意です。 

それから地方創生臨時交付金といいます

が、コロナなのに何故地方創生なのかとい

う問題もあります。地方創生という枠組み

を使っている限り東京都にはあまり交付さ

れません。東京都は財政力が高いのでかな

り抑えられています。人口の少ない地方に

多く配分されています。 
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それから厚生労働省の緊急包括支援交付

金を都道府県別の人口当たりでみるとなぜ

か福島県や石川県などが多いのです。それ

から標準財政規模に対する比率でみると、

感染状況と相関関係がどこまであるか不明

です。緊急包括支援交付金についても本当

に必要な地域にしっかり配分されているの

か、検証する必要があります。 

・2021年度予算とコロナ対策 

2021 年度当初予算自体は予備費５兆円以

外はほとんど新規のものはありませんでし

た。あとは地方創生臨時交付金の繰越し分

を使うということでした。来年度予算も同

じようになる可能性があります。つまり今

度の経済対策の補正予算が主要なもので、

来年度予算では予備費と繰越し分くらいに

多分なるのではないかと思います。だから

今度の経済対策で講じられる補正予算を徹

底的に研究するのが大事だと思います。 

 

■ 地方財政の状況 

昨年度 2020年度の都道府県と市町村の普

通会計の決算の概況が総務省から発表され

ました。それを見ると、結論的にいうとそ

れほど財政は悪化していません。しかし、

近年、地方財政は悪化基調だったというこ

とは知っておいてください。 

・財政収支の見方 

今年度の決算で赤字か黒字かというのは

実質収支をみます。歳入から歳出を引いた

ものが形式収支で、そこから翌年度に繰り

越す財源を差し引いたものが実質収支です。

実質収支は市町村でいうと、昨年の決算で

唯一赤字決算を出した京都市（京都市は今

財政危機だというのをアピールしたいので

赤字決算にしたとおもわれます）以外は全
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部黒字決算です。実質収支はだいたい

黒字になるようにするものです。しか

し、誤魔化せないのが実質単年度収支

です。遣り繰りをして実質収支を黒字

にさせている場合があるので、この遣

り繰りを除いた場合にどうなっている

かというのが実質単年度収支です。積

立金を取り崩して黒字にしたりする場

合があるというわけです。 

このグラフは実質単年度収支の赤字団体

がどれくらいかというのをみたものです。

都道府県はまだマシですが、市町村の場合、

2016 年度から 5 割を超えているという状況

です。傾向的には悪化しているということ

です。2020 年度はまだデータが得られませ

んが多分全体としては収支は悪化していて

赤字団体が増えるのではないかと予測してい

ます。そういう点で言うと近年都道府県もそ

うですけれども、特に市町村の財政収支とい

うのは悪化傾向にあると見ることができます。 

・経常収支比率 

もう一つ見るべきなのが経常収支比率で

す。これは毎年度継続的に入ってくる使い

道自由な財源が、毎年度継続的に必要な経

費にどの程度充てられたかというものを示

す指標で、財政の弾力性や資金繰りの余裕

度をチェックする指標として総務省が自治

体の財政をチェックするときの 1 つの重要

な指標になっています。比率が低いほど財

政に余裕があるというふうにされています

が、近年はハードからソフト、維持管理へ

と比重が移っているので経常収支比率が低

いほど健全とは一概に判断できないという

ことです。経常収支比率が低くければ、そ

の分余裕があってそれを投資的経費に充て

られるということですが、今はむしろ投資

的経費はそれほど必要なくて維持管理に重

点がおかれるということになると、かつて

は 8 割以下が健全だといっていた時代があ
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りますが、今は 9 割を超えるのが当たり前

ということです。 

経常収支比率の推移を見ると、2020 年度

は都道府県が悪化して市町村はほんの少し

改善しています。傾向的に見ると市町村は

上がっています。2010 年くらいからこの 10

年は傾向的には上がっている状況にありま

す。コロナの影響は都道府県が財政調整基

金を取り崩して初期に結構使ったという時

期もありましたから少し影響があったかも

しれませんが、市町村はだいたい地方創生

臨時交付金の範囲内で支出していましたの

で全体としては大きな影響はないというこ

とです。 

・健全化判断比率 

財政の健全化判断比率が４つ

あるうちで実質赤字比率はほと

んどが黒字ですので問題になり

ません。連結しても赤字のとこ

ろはとんどありません。1 団体

を除いてみんな黒字です。これ

だけを見ると健全だという話で

す。あと残りは実質公債費比率

と将来負担比率ですが、実質公

債費比率と将来負担比率は下が

っています。 

この表では早期健全化基準がイエローカ

ードで財政再生基準がレッドカードという

ことになっています。 

そのうち実質公債費比率は、簡単にいう

と標準財政規模、各自治体の標準的な財政

規模が分母で実質的な借金の返済が分子に

なります。その３カ年平均です。これは、

都道府県、市町村とも下がっています。昨

図表　　地方財政健全化法等における各基準
指標 許可団体基準 早期健全化基準 財政再生基準

市町村 2.5％～10％ 11.25～15％ 20%
都道府県 2.5% 3.75% 5%
市町村 － 16.25～20 ％ 30%

都道府県 － 8.75% 15%
市町村 18% 25% 35%

都道府県 18% 25% 35%
市町村 － 350% －

都道府県・政令市 － 400% －

資金不足比率（公営企業） 都道府県・市町村 10% 20% －

注：連結実質赤字比率の財政再生基準については、3年間、経過的な基準を適用する
　　（08、09年度は10％、10年度は５％引き上げ）

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
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年の市町村は 5.7％ですが、ちょっとずつ

ずっと下がっています。将来負担比率は、

分母は同じように標準財政規模で、分子は

将来負担の借金＝債務残高プラス将来に払

うかもしれない退職金などを加えたもので

す。これも下がっています。昨年は市町村

の平均で 27.4％です。都道府県はゆるやか

にしか下がっていません。この指標を見る

だけでいうと、非常に健全になっています

が、財政が健全であれば住民が幸せである

かどうかというのは別の問題です。住民の

サービスを削ったり、あいは負担を増やし

たり、公務員の数を減らしたりすれば指標

が良くなります。それから必要な公共投資

を行わずに、公共施設の統廃合などをやれ

ば減っていくということになります。 

・地方公営企業の 2020年度決算状況 

地方公営企業については、交通事業がコ

ロナの影響を大きく受けました。私の住む

京都市の地下鉄も相当影響を受けました。

京都市の地下鉄事業は資金不足比率基準に

引っかかって経営健全化団体になりました。

数年前に経営健全化団体を脱出したばかり

で、必死に頑張って経営健全化をやってき

たのですが、コロナで大幅に利用者が減っ

た影響を受けました。病院については患者

数は減りましたが補助金が増えたので医療

外収益が増えました。それで全体として収

支が改善しましたので、全体としては経営

的には問題ないというのが今の状況です。

一部の交通事業が厳しく影響を受けた以外

はそれほど影響を受けていないということ

です。 

・市町村財政の状況（2020年度普通会計決算） 

市町村財政の 2020年度普通会計の決算の

概況ですが、当然歳入も歳出も増えていま

す。コロナ対策の国庫支出金が増えました。

税収についても法人関係の市民税の減等々

影響はある程度あります。 

〇歳入 77.3兆円（＋16.5兆円）、うち通常収支分 76.4兆円（＋16.6兆円）、東日本大震災分

0.9兆円（▲0.1兆円） 

・増加要因 

 ・新型コロナ対策に係る補助事業などの国庫支出金の増加 （15兆 1824億円増） 

 ・地方消費税交付金などの交付金の増加（6255億円増） 

 ・制度融資の増加などによる貸付金元利収入の増加 （6077億円増） 

・減少要因 

  法人市町村民税の減少など地方税の減少（▲2068億円） 

〇歳出 75.0兆円（＋16.1兆円）、うち通常収支分 74.3兆円（＋16.2兆円）、東日本大震災分

0.7兆円（▲0.1兆円） 

・増加要因 

 ・新型コロナ対策に係る事業の増加などによる補助費等の増加（14兆 210億円増） 

 ・会計年度任用職員制度施行による人件費（従来物件費に計上されていた相当額を含む）

の増加（6573億円増） 

 ・制度融資の増加などによる貸付金の増加（6117億円増） 

・減少要因 

 ・建設地方債に係る原理償還金の減少などによる地方債の減少（▲497億円） 
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・都道府県における税収減と財源対策 

都道府県の昨年の税収減と財源対策をま

とめたものです。昨年の最終補正予算段階

で決算の数字ではありませんが、県税とか

地方譲与税が減ってその分減収補てん債で

かなり穴埋めしています。それから、税を

徴収猶予した分について猶予特例債を発行

する場合もあります。そして最終的に財政

調整基金については２月の最終補正予算で

積み戻しがされているところがあります。

大阪府などはかなり積み戻しています。大

阪府は当初は財政調整基金を取り崩して頑

張っていたみたいですが、最終的にはかな

り積み戻しているのです。東京都はかなり

財政調整基金を取り崩して、あまり戻せな

かったということです。 

市町村の場合は税金や地方譲与税などが

減っても減収補てん債をちゃんと発行して

いないところもあるようです。そこら辺は

よく見ておく必要があるかもしれません。

減収補てん債を発行していないと一般財源

が不足したかもしれないのです。結局、減

収補てん債などが手当てできますので、実

際は税収が減っても財源がほぼ確保される

ということです。ですので、2020 年度の決

算を見てもそれほど財政状況は悪化してい

ません。これまでじわじわ悪化はしている

状況はあったのですが、コロナの影響で昨

年度とりわけて大変になったということで

はないということだけは押さえておくとい

いかと思います。ただ、市町村によっては減

収補てん債などちゃんと発行せずに財政が大

変だとかいっているところがあるかどうか知

りませんが、そういうところは議員にチェッ

クしていただいた方がいいかもしれません。 
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都道府県の財政調整基金は最終的に増や

したところと減らしたところがあります。

東京都は 73％減らしました。一兆円近くあ

ったものをかなり減らしました。大阪府は

積み戻したので 8％しか減っていません。

逆に北海道みたいに増えているところもあ

ります。いろんな事情があって財政調整基

金以外の減債基金や特定目的基金を取り崩

したりする場合などもあるので、財政調整

基金だけ見るのは正確ではないのですが、

一般的な傾向として財政調整基金を増やし

ているところもあるし、減らしているとこ

ろもあるというのは見ておいて欲しいと思

います。栃木県は 5％減らしただけですが

他の減災基金などもちゃんと見る必要があ

るということです。コロナで大変だという

ので一旦財政調整基金を取り崩したが、地

方創生臨時交付金がきたのでその分を充て

て財政調整基金は積み戻したという場合が

あるわけです。だから、臨時交付金の財源

の範囲内でいろんな施策を講じているとい

うところが多分ほとんどだろうと思います。

それだけ臨時交付金はかなりの額が交付さ

れたということです。 



 

１５ 

 

・2021年度地方財政計画の状況 

今年の地方財政計画はこの図のあるよう

な状況でした。地方一般財源総額は実質同

水準ルールというのがありまして、そんな

に減らない仕組みになっているのですが、

同時に余り増えない仕組みにもなっていま

す。ちょっと増えているように見えますけ

れども、消費税が上がった分がちょっと上

乗せされているとか偏在是正ということで

東京都などの法人事業税を一部国税に吸い

上げて、それで地方に再配分したりすると

いうふうになっていて、そういう財源も入

っています。財務省からすると、地方の歳

出を抑制しているという評価なのです。 

前年度当初予算と比べて地方税や地方譲与

税は 3.4 兆円減るような形で組まれています。

その代わり地方交付税と臨時財政対策債は増

えるような枠組みになっています。これはあ

くまで当初予算なので、実際には税収はこん

なに減らないかもしれないということです。 

今年の税収はどうなってるかということ

ですが、当初予算と比べると税収はもしか

したら増えてくるかもしれません。そうい

うことは皆さんチェックしてください。実

際、今の段階で当初予算と比べて税収の見

込みはどうかというのは出してないところ

がほとんどだと思います。京都市は財政危

機で行財政改革を推進している手前、現在

の見通しについて公表していて、予算では

減る見込みになっていましたが今年の税収

は昨年並みという発表が秋にありました。

そういうこともありうるので、当初予算の

税収見込みがどうなるかということはチェ

ックしなければなりません。何故なら元に

なっている国の税収見込み自体が昨年度は

大幅に上振れしました。上振れしてそれだ

け財源が余ってしまったのでその余った分
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も経済対策で使うという話に今なっている

わけです。国の厳しい税収見込みに合わせ

て自治体の財政課も税収見込みを厳しく見

積もっている場合が多いと思われます。余

り厳しく見積もりすぎて事業サービスをカ

ットしたり、抑制したりということがある

としたらよく見極めていく必要があります。 
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