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（要旨） 
本稿は、日本の地方自治体の財政運営のパフォーマンスについてその実態がどのようにな

っているかをミクロ的な見地から評価しようと試みたものである。都道府県を中心に財政

運営の実態についての評価を行ったものである。日本の４７都道府県について普通会計を

中心に一定の指標をベースにランキング付けをおこなっている。このような自治体財政運

営のランキング付けは、アメリカにおいて組織的に行われているが、日本で行われている

例はそれほど多くないのが実情である。しかしながら、すでに本研究レポートにおいて明

らかにしたが、日本の自治体の財政収支は九〇年代以降悪化の一途をたどっているのが実

情である。その意味で、自治体財政運営の評価を中立的な立場から行っていくことの重要

性は一層高まっているものと思われる。本研究論文においても、アメリカにおけるガバナ

ンスの例を参考に、日本の都道府県の評価付けを行っている。 
 都道府県を調査対象としたのは、筆者自身の資源制約が主な理由である。日本の自治体

全てを対象に調査分析を行うには、時間的にも制約があることから、まず４７の都道府県

を調査の対象とした。調査分析にあたっては、既存の公表データをベースにしているが、

筆者自身がこの調査のために実施したアンケート調査も活用している。２００３年８月に

インターネットによる４７都道府県に対するアンケート調査を実施した。調査表ならびに

調査の結果については、付属資料として掲載している。すべての都道府県から回答いただ

いたが、この場を借りて調査協力へのお礼を申し上げたい。 
 なお、本稿においては普通会計による都道府県の財政収支の評価を行うと同時に、それ

以外の財政収支に直接間接に影響をおよぼすと見られるいくつかの重要な点について言及

している。自治体財政の本当の姿は、普通会計以外の状況についても把握しなければ、得

られないというのが筆者の立場である。普通会計以外にも公営企業会計、第三セクター、

土地開発公社における決算状況が自治体財政に大きな影響を及ぼすと考えられるが、この

点についてはデータの制約から必ずしも定量的に充分な分析が行われてはいない。 
 今後、都道府県を中心に自治体財政の再建を図るためにはこうした普通会計以外の決算

状況の実態についてもその透明性の確保を図っていくことが重要であると考えられる。さ

らに、本稿の分析結果からの政策的インプリケーションとして重要な点は、近い将来の財

政上の問題として①地方債の償還問題（２００５年問題）、②職員の退職金問題（２００７

年問題）への対応を図ることである。アンケート調査結果においても、将来リスクの重要

性の認識はあるものの、この二つの問題への対応は必ずしも充分になされていないのが現

状である。先ず、直近の財政運営の課題として具体的に取り組むことが要請されているも

のと考えられる。 
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第一章  財政運営のランキング付けの内外の調査について 
 
（海外におけるランキング付けの調査） 
地方自治体の財政運営のランキング付けに関しては、アメリカでは地方自治体が発行する

地方債の格付けがある。これは、民間の格付け機関が行うものである。いわば市場（マー

ケット）による自治体の財政運営の格付けということになる。格付けにあたっては、公表

された既存の財政指標とりわけ税収面での基礎（tax base）がどれだけ安定しているかなど

が考慮されると言われている。こうした既存の財政指標をもとに自治体に対する個別のイ

ンタビューが実施され、首長の財政運営に対する姿勢や行政パフォーマンスなども参考に

したうえで最終的な格付けが行われると言われている。アメリカはもともと市場（マーケ

ット）を重視するお国柄だから、マーケットによるガバニング（統治）が自治体の財政運

営に関しても盛んに行われているのも自然な姿という事が出来よう。 
 アメリカにおいて注目すべきは民間の格付け機関だけでなく利害関係の少ない中立的な

機関による格付け（ランキング付け）が行われている点である。民間の格付け機関が行う

自治体に対する格付けはいわば投資家の所有する投資のリスクを評価することによって投

資家に対する有益な情報を提供するところにその狙いがある。自治体のリスクの評価如何

によって金利水準が変化することから投資家の利害に直接影響をおよぼすものである。こ

れに対して大学など中立的な機関が実施するランキング付けには別の目的が含まれている

ものと思われる。 
 アメリカで実施されている自治体の財政運営を含むランキング付けとして有名なのは、

シラキュース大学が行っている「The Government Performance Project」がある。ランキ

ング付けの対象としているのは州政府、郡政府そして主要な都市である。評価の結果は

「Governing」という雑誌で公表されており、その評価内容の詳細も発表されている。その

他ネットにおいても同様の結果が公表されており、一般にアクセスが可能である。このプ

ロジェクトでは１９９９年以降４回にわたってランキング付けが行われている。対象とな

っているのは１９９９年 50 州、２０００年３５の主要都市、２００１年 50 州、２００２

年４０の郡となっている。 
 また評価の対象としているのは自治体行政活動の幅広い分野をカバーしている。行政活

動のうち評価の対象として取り上げているのは①財政運営、②人材育成、③情報技術の導

入、④資本運営システム、⑤結果志向の行政運営、の５つとなっている。この５つの項目

についてそれぞれＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ などのランキング付けが行われている。本稿にお

いては、一番目の財政運営が最も関心のある分野であるが、この点も含めてどのような形

で評価がなされているかについても見ておこう。 
 ウェブで明らかにされている情報では、かなり時間と労力をかけた分析にもとづいた評

価となっている。最初にパイロット的な調査を行った後、自治体政府からのアンケート調

査に対する回答結果、既存統計によるクロスセクション分析をベースに評価を行うとされ
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ている。最終的な評価結果を得るためには、さらに対象自治体に対してインタビューを行

い何回かにわたって微調整を行うとされている。具体的にどのようなアンケート調査を用

いているのか、またインタビューに関してはジャーナリストによるとされているが、ジャ

ーナリストとの関係については明らかではない。いずれにしても、客観的な統計データに

よる分析と評価基準となる点に関してのアンケート調査結果、さらにはインタビュー調査

をもとにアカデミックな観点とジャーナリスティックな観点での協議によってランキング

付けを行っていると見られる。 
 本稿との関係では、財政運営に関してどのような評価基準をもっているかが関心のある

ところである。先に述べた評価対象によってその評価の基準が異なることはもちろんであ

る。財政運営については、以下の項目が評価の基準になるとしている。 
① 自治体政府が予算に関して数年間の見通しをもっているかどうか。具体的な項目と

しては、意味のある歳入と歳出の予測、長期的な歳入と歳出の予測、歳入と歳出の

収支、財政的決定による将来財政へのインパクトの計測などが含まれる。 
② 自治体政府は財政安定と財政の健全化を維持する次のようなメカニズムをもって

いるかどうか。歳入と歳出との間の構造的収支、レイニーデーファンドのような緊

急の仕組みの活用、長期債務の適切な運営、債務の適切な利用と運営、合理的な投

資と現金管理政策。 
③ 自治体政府は充分な財政上の情報を政策担当者や市民に提供しているか。例えば、

正確で徹底的な財政報告、有益な財政データ、財政データを市民に伝達する手段、

タイミングの良い財政報告、計画やサービスを遂行するためのコストを計測する能

力、タイミングよく伝達される予算。 
④ 自治体政府は財政運営上適切なコントロールができているか。例えば、歳出に対す

る充分なコントロール、適切な経営上の柔軟性、契約を含め調達についての確固た

る経営。 
 後で触れるが、こうした評価基準のいくつかは日本の自治体の財政運営を評価するうえ

でも参考になるものである。 
 具体的に 50 州についてのランキング付けの結果を見ると、１９９９年の調査結果では、

財政運営に関してはインフラ整備について半分以上の州で良好なパフォーマンスを示して

いる。人材育成の面では、半分以上の州で問題であるという結果になっている。また、情

報投資についても問題があり、６６％の州がＣかそれ以下のグレードとなっている。又、

結果志向の行政運営についても問題のある分野であり州全体の平均値はＣ＋である。同じ

50 州について、２００１年にもう一度ランキング付けが行われているが、全体としては２

年の間に変化はあまり大きくないという結果になっている。財政運営では９９年と同じく

Ｂレベル、またインフラ整備についてもＢ－であった。結果志向の行政運営もＣ＋となっ

ている。一つ特徴的な相違点は、Ｙ２Ｋの準備の影響から情報投資の面では、９９年のＣ

＋から２００１年にはＢ－に改善していることである。本稿との関連では、財政運営の評
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価が関心がある点だが、この点に関しては、全体として次の景気後退に備えて健全な財政

運営を行っていると評価している。多くの州政府が長期的な戦略計画をもっており、歳出

も持続可能な形で維持されているとしている。緊急時の基金（rainy day fund）も充分ある

として評価されている。個別の評価としては、ユタ州がＡ評価であり、7 州がＡ―の評価と

なっている。財政運営に関して、２００２年に実施された County（郡）の評価を具体的に

みてみよう。これを見ると、かなり厳しい評価が加えられている。バルティア郡、マリコ

パ郡、サンディエゴ郡などはＡ―の評価を得ている一方、一頃自治体の破産申請をすると

いうことで評判になったニューヨーク州のナッソー郡はＦ評価となるなどかなり手厳しい

評価となっている（第１表）。 
 
第１表  財政運営についてのランキング（郡） 

Alameda, Calif. C+ Maricopa, Ariz. A- 

Allegheny, Pa. C- Mecklenburg, N.C. B- 

Anne Arundel, Md. C+ Miami-Dade, Fla. B- 

Baltimore, Md. A- Milwaukee, Wis. C+ 

Broward, Fla. B+ Monroe, N.Y. C 

Clark, Nev. B+ Montgomery, Md. B+ 

Contra Costa, Calif. B- Nassau, N.Y. F 

Cook, lll. B- Oakland, Mich. B 

Cuyahoga, Ohio B Orange, Calif. B 

Dallas, Texas B+ Palm Beach, Fla. B 

Erie, N.Y. B- Prince George's, Md. B+ 

Fairfax, Va. A- Riverside, Calif. B- 

Franklin, Ohio B Sacramento, Calif. B- 

Fulton, Ga. B- San Bernardino, Calif. C 

Hamilton, Ohio B San Diego, Calif. A- 

Harris, Texas B- Santa Clara, Calif. B 

Hennepin, Minn. B+ Shelby, Tenn. B 

Hillsborough, Fla. B Suffolk, N.Y. B- 

King, Wash. B- Wayne, Mich. B- 

Los Angeles, Calif. B- Westchester, N.Y. B 

（資料出所）”governing” 2002 年 2 月 
 
 このように、マーケットによるガバナンスが発達していると見られるアメリカにおいて

中立的な機関がランキング付けを行うことは一見屋上屋を重ねるかに見られる。このプロ
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ジェクトでは、必ずしもそうした疑問に直接答えてはいないが、本プロジェクトの目的と

して州政府、地方政府のランキング付け（評価付け）を行うことによって、ベストパフォ

ーマンス・ベターパフォーマンスを示す政府の行政運営のあり方が他の自治体によって学

べるという点が指摘されている。最初に述べたように、このプロジェクトは単に財政面だ

けの格付けにとどまらず新しい行政運営、情報技術などさまざまな分野での評価となって

おり、民間格付け機関の評価より幅の広い分野をカバーしている事も事実である。首長・

行政官・地域住民にとってこうした様々な分野での比較分析は、見習うべき先行事例にな

るものと考えられる。 
 さらに本プロジェクトで興味ある点は、ランキング付けを行う事に対しての批判に答え

ている点である。日本でもかつて県レベルでの福祉水準のランキング付けを行って物議を

かもしたことがある。これと似たようなことがあるのであろうか。報告書の最初のところ

に、その点についての注意書きが詳しく述べられている。多くの自治体はその中身が異な

ったものである。これらを比較することは、「りんごとオレンジ」を比べるようなものであ

り、余り意味のない評価付けではないか、という批判に対する答えである。確かに、各州・

各郡・各市によってその中身が大きく異なる点があることは認めているが、逆に多くの点

で共通する点があることも事実である事を強調している。それと評価にあたっては、これ

まで積み上げられた経験を充分生かして出来る限り厳格に行っているが、この評価はあく

までも与えられた情報データのもとでのものであり、あくまでもこのプロジェクトの責任

においての評価付けである点が強調されている。 
（日本における自治体の評価付け） 
日本における行政サービスの評価付けとしては、日本経済新聞社が行っている市区レベル

を対象にした調査がある。全国 675 市と東京２３区を調査対象にしており、「行政サービス

調査」として１９９８年からすでに３回実施されている。調査結果は、日本経済新聞紙上

でも公表されている。調査の対象となっている項目は、透明度（情報公開の度合い）、効率

化、市民参加度（市民参加の体制づくり）、利便度（窓口サービスの利便度）の４つである。

あらかじめ作成されたアンケート調査の質問項目（５９項目）の答えをもとに偏差値を求

め、ＡＡＡからＣＣＣまでの９段階での評価付けが行われている。最近の調査結果による

総合評価の結果を紹介すると、上位にランキングされているのは、①三鷹市（ＡＡＡ）、②

岡山市（ＡＡ）、③板橋区（ＡＡ）、④大和市（神奈川県）（ＡＡ）、武蔵野市（東京）（ＡＡ）

となっている（第２表）。 
 この調査は、住民サイドにたった行政サービスの実態の評価という点に重点が置かれて

いるものである。どの自治体が地域住民にとって「暮らしやすいか、あるいは住みやすい

か」といった点に的を絞って評価付けした調査であると考えられる。行政サービスの効率

化という項目も含まれてはいるが、残念ながら財政運営についての評価は含まれていない。 
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第２表 市区レベルにおける行政ランキング（総合） 
順位 自治体名 都道府県 偏差値 評価 

1 （3） 三鷹市 （東京） 81.72  AAA 

2 （190） 岡山市 （岡山） 79.73  AA 

3 （13） 板橋区 （東京） 78.90  AA 

4 （67） 大和市 （神奈川） 78.24  AA 

5 （2） 武蔵野市 （東京） 75.02  AA 

6 （35） 杉並区 （東京） 74.44  AA 

7 （453） 宮古市 （岩手） 74.36  AA 

8 （18） 横須賀市 （神奈川） 74.36  AA 

9 （17） 藤沢市 （神奈川） 74.11  AA 

10 （1） 上越市 （新潟） 73.94  AA 

（資料出所）NIKKEI REGIONAL ECONOMIC REPORT, NO.400  2002.10.7 
 
 中立的な研究機関が行った財政運営に関しての評価付けの調査としては、関西社会経済

研究所が２００３年５月に実施した「関西自治体経営評価」がある。この調査は、関西 48
市を調査対象に行政運営、財政力、厚生水準の三つの観点から自治体をランキング付けし

たものである。行政運営については、各自治体が整合性の取れた意思決定を行い住民自治

の観点から適切なプロセスを踏んだ経営を行っているかを評価基準としている。各自治体

に対するアンケート調査を実施し、その回答結果に点数をつけて偏差値を計算し、それに

もとづいて評価付けを行っている。調査項目は、総合計画・行政評価・財政運営・予算編

成・財務分析・監査制度・人事配置・人材活性化・情報公開など７つの項目となっている。

厚生水準の評価については、各地域で住民が提供されている公共財・サービスをもとに推

計が行われている。公表されているデータから民生費や土木費など 7 つの地方公共財を分

類した上で、具体的な厚生水準の推計が行われている。 
最後に、財政力の評価については、「債務償還年数」の大きさによって、評価付けが行わ

れている。債務償還年数というのは、中長期のネットの債務残高をフローの収支で割った

数字として定義されており、何年で償還できるかを示しているものである。償還年数の短

いほど財政的に健全な度合いを示していることになる。債務償還年数をもとに偏差値を計

算し、ランキング付けが行われている。財政力の具体的な評価としては、三重県の鈴鹿市、

津市、さらに兵庫県の姫路市が債務償還年数が短く上位にランクされている（第３表）。こ

の調査においては、行政運営、構成水準そして財政運営の三つについて評価を行うととも

に、三つを足し合わせた総合評価も行っている。総合評価では、いずれも兵庫県の宝塚市、

尼崎市、三田市などが上位にランクされているのが目立っている（第４表参照）。 
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第３表 関西自治体の財政力のランキング（上位） 

順位 都市名（府県名） 
債務償還 

年数 
偏差値 

1 鈴鹿市 （三重） 4.34  59.32 

2 津市 （三重） 4.41  59.23 

3 姫路市 （兵庫） 4.69  58.90 

4 桑名市 （三重） 4.83  58.74 

5 加古川市 （兵庫） 5.15  58.35 

6 富田林市 （大阪） 5.27  58.21 

7 生駒市 （奈良） 5.34  58.12 

8 松阪市 （三重） 5.36  58.10 

9 伊勢市 （三重） 5.40  58.05 

10 河内長野市 （大阪） 5.52  57.91 

（資料出所）「関西自治体経営評価 2003 年版」 関西社会経済研究所 
 
第４表  関西自治体経営の総合評価 

順位 都市名（府県名） 

総合評価 

（偏差値の総和） 

行政運営 

（偏差値） 

財政力 

（偏差値） 

厚生水準 

（偏差値） 

1 宝塚市 （兵庫） 174.86 50.04 52.76 72.06 

2 尼崎市 （兵庫） 174.04 53.81 47.28 72.96 

3 津市 （三重） 168.43 56.70 59.23 52.50 

4 三田市 （兵庫） 165.16 50.54 55.14 59.49 

5 宇治市 （京都） 163.89 49.98 55.93 57.98 

6 河内長野市 （大阪） 162.58 50.32 57.91 54.35 

7 加古川市 （兵庫） 161.85 49.79 58.35 53.71 

8 明石市 （兵庫） 161.49 51.85 53.59 56.04 

9 箕面市 （大阪） 161.48 55.67 55.07 50.73 

10 彦根市 （滋賀） 160.42 51.97 57.27 51.19 

（資料出所）「関西自治体経営評価 2003 年版」 関西社会経済研究所 
 

 関西 48 市と限定された地域が対象ではあるが、中立的な機関が行った財政運営について

の評価としては初めての試みと見られる。先に見た「純債務」については、バランスシー

トから資産・負債を把握し、その差額として純債務を求めている。したがって、負債残高

は地方債残高だけでなく退職金引当金なども含んだものとなっている。この点については、

都道府県の財政運営の状況を評価するにあたって本稿において参考にした一つの点である。

先にみたアメリカでのランキング付けと比較すると、関西社会経済研究所の評価分析は自
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治体に対するヒヤリングがなされていないという相違点が見られる。アンケート調査結果

によるどちらかといえばやや機械的な偏差値の計算結果によるランキング付けとなってい

る。ランキング付けの目的にもよるが、アメリカでの「ガバニング」の評価付けがそれに

よって地方政府の首長・行政担当者・地域住民への学習効果を狙ったものであることと比

較すると、日本での評価付けの結果はそうした視点がやや欠落しているものと思われる。

今後、日本においても中立的な研究機関･シンクタンクによる地方自治体の評価分析が行わ

れることが期待されるが、そうした点が今後の評価付けの課題となろう。 
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第二章  日本の地方自治体のマクロ的見地からの財政状況について 
 

 日本の地方自治体における財政状況のマクロ的実態についてみておこう。ここでの分析

は都道府県を中心に行いたいと考えている。都道府県以外の市町村が重要でないというの

ではなく、単に筆者の時間など資源の制約条件によるものである。４７都道府県について

の分析が統計データ的にもオペレーショナルことが主な理由である。いずれ市区レベルに

ついても，分析を行いたいと考えている。 
 都道府県･政令指定都市レベルでの財政状況については、９０年代初め以降一貫して悪化

している。第５図は、都道府県･政令指定都市の歳入に占める地方債残高の比率をみたもの

である。これによると、都道府県平均では、１９９０年度の６５．２％から２０００年度

には１２５．２％にまで上昇している。また，政令指定都市の状況は９０年度の８２．４％

から２０００年度には１５２．２％と一層の悪化を示している。この点については、すで

に別稿（富士通総研研究レポート２００３年参照）において述べたので詳細は割愛するが、

ここではマクロ的な自治体財政の実態の特徴をまとめておこう。 
 
第５図  都道府県、政令指定都市における地方債残高の比率（％） 

（資料出所）総務省「都道府県決算状況調査」より作成。 
 

都道府県

（１２５．２）

（６５．２）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

政令指定都市

（８２．４）

（１５２．２）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

 1990　　 　  1995 　　　　1996 　　　　1997　　 　 1998　　　　 1999　　   　2000



 9 

 第一の特徴は、大都市圏を中心に全体として悪化の方向に向かっているという事実であ

る。この点は，歳入と歳出面の関係を見てみると明瞭である。１９９０年度から２０００

年度にかけて歳入面の動き(歳入に占める地方税の割合)と経常収支比率（一般財源に占める

人件費･扶助費・公債費の割合）の動きをプロットすると、税収の減少と同時に経常収支比

率の上昇が観察される。大阪府･神奈川県･愛知県･東京都などにおいて地方税収入の減少と

ともに経常収支比率の上昇が著しい。１９９０年代後半の大都市における財政危機宣言は

こうした背景のもとでのものであったことが推察される。また、経常収支比率に関しては

政令指定都市ではすべて８０％を超えており、歳出面での硬直性が高まっていることを物

語っている。 
 第二の特徴は、こうした財政面での悪化にもかかわらず、なぜ地方財政が破綻すること

なく今日まで持ちこたえているかという疑問である。この点に関しては、９０年代の地方

自治体の歳入がどのようにまかなわれてきたかを観察することによって知ることが可能で

ある。９０年代の地方税の歳入に占める比率の動きをみると、税収が大きく変化している

ことが分かる。まず，地方税が８０年代末から９０年代半ばにかけて大きく低下するなか

でこれを埋めたのが地方債の発行による税収であったことが分かる。地方債の発行は１９

９５年度がピークであり、その後低下している。地方債による税収低下を埋めたのは中央

からの地方交付税交付金である。地方交付税交付金は、９０年代半ばから２０００年度に

かけて大きく上昇している。このように地方債の発行による自治体財政の悪化が見られた

にもかかわらず、自治体財政が破綻しなかった背景には、国からの交付金の増大によると

ころがあったと言えよう。 
 第三の特徴は、国からの交付金の原資が自治体財政収支の表面には出てこないとともに、

膨大な赤字になっている交付税交付金の原資は法律によって国税の一定割合と決まってい

る。景気後退の影響から税収一般が低下するなかで当然地方に対する交付金の原資も少な

くなる。一方、地方交付税交付金の額は人口・道路距離など地方の基準財政需要と基準財

政収入との差額によって決定されるから，交付税の額は減少していない。その結果、交付

税の原資と地方への交付税額との間にギャップが生じる。９０年代を通じて地方交付税に

は制度的に穴があいた状態になっているのである。景気後退が深刻化するなかで両者の乖

離はますます増大しているのが実態である。この差額については交付税特別会計の赤字と

して記録されており、自治体の一般会計には全く現れてこないことになっている。交付税

特別会計が財政投融資から借り入れを行うという形で処理されているのである。財政投融

資からの借り入れ額は２００２年度末で４６．７兆円に達している。 
 第四の特徴は、上に述べた交付税の累積赤字を加味した地方自治体のプライマリーバラ

ンスを計算すると、国と同様９２年度以降赤字になっていることである。プライマリーバ

ランスが赤字であるということは、通常の経常的行政サービスを行うために自治体は毎年

新たな借金を重ねなければならないということを意味している。いわば、自治体も国同様

借金地獄に陥っているという現実を示している。借金に依存しなければ経常的行政サービ
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スの提供が不可能であるということは，裏を返せばそれだけ自治体財政において歳出削減

の必要性が高まっているということでもある。それもかなり抜本的な歳出削減の必要性が

高まっていることになる。 
 やや余談になるが、現在の日本の政治家とりわけ自治体の首長に要求される資質は、歳

出削減の能力ということになる。誰が、どこの自治体の首長になっても大筋でやらなけれ

ばならない最も重要な仕事が歳出削減になることは必至である。昨今、長野県知事が脚光

を浴びているのも、基本的な彼の政策スタンスがダム建設廃止に象徴されるように公共事

業削減に努力を傾注しているからであると考えられる。かつて公共工事王国と称された長

野県においてさえ、180 度異なる政策を打ち出しそれが選挙民に指示されているという事実

に、そのあたりの背景が見られる。 
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第三章  既存のデータにもとづく都道府県の財政バランスの実態 
   
 次にミクロ的な観点から都道府県の財政運営の状況についてみてみよう。まず、公表さ

れているデータにもとづいて都道府県の財政状況がどうなっているかをみてみよう。総務

省が公表している既存の統計データのうち経常収支比率と起債制限比率の二つを取り上げ、

この指標からみた場合都道府県別のランキングがどうなっているかをまず観察してみよう。

総務省が公表している財政指標としては、これ以外にもいろいろのものがある。例えば、

公債費負担比率、実質収支比率、財政力指数などが総務省が公表する地方財政白書などで

も取り上げられている主要な指標である。これらの財政指標が重要であることはもちろん

否定しないが、本論文でこの二つの指標を取り上げた理由は、今回のアンケート調査の結

果を踏まえたものである。アンケート調査の結果によれば、都道府県の財政担当者が重視

している財政指標としては上にあげた経常収支比率、起債制限比率が最も回答の多いもの

であったことによるものである。 
 経常収支比率は、すでに述べたように経常的に収入が期待される経常一般財源（減税補

填債，臨時財政対策債も含む）に占める人件費･扶助費･公債費の割合のことである。義務

的な支出の割合を示しており、この比率が高いほど財政の歳出面での硬直度が高まってい

ることになる。通常，経常収支比率が８０％を超えると問題があるとされている。すでに

見たように、大阪府などではこの比率が１００％を超える状況となっており、経常一般財

源では義務的な支出すらままならない状況にあることを示している。義務的な支出以外の

行政サービスが不可能なだけでなく、借り入れをしないと義務的な経費も支払えない深刻

な状況にあるということになる。 
 
第６図  経常収支比率によるランキング（平均８６．６％） 

（資料出所）総務省「都道府県決算状況調査」より作成。2000 年度 
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経常収支比率による都道府県のランキングをみてみよう。ここではワースト１０とベス

ト１０だけを掲載している。これによると、悪いところは上位 では，大阪府（１

０２．９％）愛知県（９９．０％），東京都（９５．６％），神奈川県（９４．１％）がラ

ンキングされている(第６図)。 
また、良いところでは愛媛県（７５．１％）、岐阜県（７５．１％），鳥取県（７６．２％）

となっている。一般に、大都市圏ほど悪く、地方の小都市ほど良好な結果となっている。 
次に、起債制限比率によるランキングを見てみよう。 
起債制限比率というのは、大まかに言うと公債費の負担の度合いを示す指標である。標

準財政規模に占める地方債元利償還金のウエイトを示している。ただ，公債費については、

地方交付税で措置されたものは分子から除かれている。それと，分母の標準財政規模には

臨時財政対策債発行可能額も加算されており、この合計額の過去３年間の平均値が用いら

れている。起債制限比率は，この数字が２０％を超えると都道府県の場合地方債の発行に

制限がかかることになることから財政担当者にとっては，神経を使っている指標の一つで

ある。さらに敷衍すれば、自治体にとって標準財政規模の額はほぼ決まっている。したが

って、決算において、どの程度の実質収支赤字をだせば起債制限に引っかかるかは、各自

治体の財政担当者には常に把握されている数字であると言っていいだろう。 
記載制限比率の大きさによって都道府県のランキングをみると、先ず最も悪いのは岡山

県の１９．２％である。ついで長野県の１６．４％、秋田県の１５．７％となっている。

これに対して起債制限比率の低いところとしては、愛媛県の 4.8％、岐阜県の 6.8％、神奈

川県の７．５％などとなっている。岡山県などすでに 20％近くまで達しているところもあ

るが、起債制限比率の数字の性格上、当然のことながら種々の巨大プロジェクトによって、

過去に公共投資による借金を背負った県の値が大きい状況になっている（第７図）。 
 
第７図  起債制限比率によるランキング（平均１２．２％） 

（資料出所）総務省「都道府県決算状況調査」より作成。2000 年度 
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第四章  修正データによるランキング付け 
 

 つぎに、既存のデータを修正したもので都道府県の財政バランスの実態を評価してみよ

う。修正データとしては、フロー面での財政収支をあらわす財政赤字とストック面での財

政運営を反映する地方債残高を利用している。 
 先ず、フローの財政収支の計算であるが、公表されたデータでは自治体の財政収支は赤

字になるということはなく、ほとんど収支はバランスした形で発表されている。これは、

地方債による収入も歳入として記録されているためである。現金主義にもとづく会計記録

のためであるが、当然のことながら地方債の発行による歳入は、自治体の借り入れであり、

財政収支上赤字である事は論を待たない。フロー面での実際の財政収支として、ここでは

実質収支（翌年度への繰越金を控除した財政収支）から地方債収入を差し引いたものを用

いている。フローの財政赤字を各自治体の歳入で割った数字を具体的な都道府県別の比較

のための数字として用いている。 
 フローの財政赤字として悪いところとしては、島根県（－１７％）、岩手県（－１５．８％）、

鹿児島県（-15.4％）、石川県（－１５．２％）となっている。これに対して、赤字の小さい

ところとしては、沖縄県（－５．８％）、東京都（－７．７％）、神奈川県（－７．９％）

などとなっている（第８図）。 
 
第８図  財政赤字によるランキング（平均－１１．５％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）実質収支より地方歳入を差し引いた数字を歳入で割ったパーセンテージを示す。 
（資料出所）総務省「都道府県決算状況調査」より作成。2000 年度 
 
 このフロー面の財政収支の実態はいわば現在の赤字を反映するものであり、最近時点で

の財政状況を表しているものと考えられる。すでに述べたように、九〇年代を通じて自治

体の財政バランスは悪化を続けてきた事を考慮すると、これまでの累積の赤字がどの程度

の規模になっているかも加味して財政運営の評価を行うことが適切であると考えられる。
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そこで次に地方債残高をもとに都道府県のランキング付けを行ってみよう。 
 各都道府県の地方債残高を評価する手段として、ここでは地方債発行による借り入れを

自治体にどれくらいの返却余裕があるかという観点から評価したいと考えている。すでに

述べたように、こうした評価については、関西社会経済研究所が行ったランキング付けが

ある。関西社会研究所の場合、バランスシートからネットの債務（純債務）を計算し、そ

の債務を手持ちのキャッシュフローで何年間で返還可能かという尺度で自治体間のランキ

ング付けを行っている。本稿では、単純に公表されている地方債残高を現在の歳入状態で

どの程度返還可能か、という尺度で評価している。現在の歳入状況を図る手段として具体

的には、都道府県の「経常一般財源から人件費・扶助費を際し引いた額」を用いている。

公債費はもちろん、これまでの地方債のための支払いであるから、これを除いている。そ

れ以外の人件費・扶助費といったいわば義務的な経費を除いた歳入で地方債返済に充てた

場合、どの程度の返済期間が考えられるか、といった視点からの評価となっている。 
 この返済期間の都道府県における平均期間としては 6.2 年となっている。悪いところとし

ては、兵庫県（10.8 年）、大阪府（10.3 年）、鹿児島県（8.7 年）、北海道（8.5 年）となっ

ている。また、ランキングの良いところとしては、東京都が群を抜いてよく 2.8 年、ついで

佐賀県（5.0 年）、鳥取県（5.1 年）、三重県（5.1 年）の順となっている（第９図）。都道府

県における財政状況の評価としては、第９図に示されている地方債残高による評価が適切

なものであると考えられる。ここで注目されることは、最初にみた公表された既存のデー

タによるランキングとここでのランキングにかなりの相違があるという点である。すでに

見たように、総務省が公表している既存のデータ（経常収支比率、起債制限比率）による

ランキング付けでは、一つの傾向として東京都、神奈川県、愛知県、大阪府といった大都 
 
第９図  地方債残高からみたランキング（平均６．２年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）地方債残高を「経常一般財源から人件費・扶助費を引いた額」で割った数字を示す。 
（資料出所）総務省「都道府県決算状況調査」より作成。2000 年度 
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市圏においての評価が低く、逆に地方における評価の方が高いという結果になっている。

これに対し、修正されたデータ（フローの財政赤字比率、地方債残高の返済期間）による

評価では、一般に地方圏の府県の方が悪く、大都市圏の方が良好なパフォーマンスを示し

ているという結果になっている。（もっとも、大阪府の場合は例外的に大都市圏にもかかわ

らずきわめて悪いという結果になっている。） 
 
 本稿での一つのファクトファイディングであるが、既存の財政指標は必ずしも現在の自

治体の財政運営についての正確な実態を反映しているものではない、という事実である。

日頃、問題にならない地方の自治体においても、現実には財政はかなり深刻な状況に陥っ

ているという事実を示している。一般的に、大都市圏での財政の問題が取り上げられるこ

とが多いにもかかわらず、地方での財政問題が既存の財政指標の上で表面化しない一つの

背景としては、国と地方を通じる交付税措置があるものと考えられる。東京都はもちろん

都道府県で唯一の地方交付税の不交付団体である事は周知のとおりである。また、大阪府、

愛知県、神奈川県なども交付団体に転落しているが、交付税の税収にしめるウエイトは小

さいものである。これに対し、地方圏における県の交付税のウエイトは大都市圏にくらべ

相対的に高いものとなっている。地方交付税による地方債返済などへの措置が、地方圏で

の財政収支の実態を覆い隠すことに貢献しているものと考えられる。 
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第五章  地方財政の本当の姿はどうなっているのか 
 
以上、都道府県における財政運営の実態についての評価付けを見てきた。しかし、この

評価自体も都道府県における財政運営の実態の一部を反映しているに過ぎない。これまで

述べてきた都道府県の財政評価は、普通会計における評価である。しかしながら、地方財

政の本当の姿は、これ以外の決算状況も含めて評価する必要がある。ほとんどの自治体は、

いくつかの公営事業活動を行っているのが実態である。普通会計以外にも、この地方公営

企業会計の決算も含めて評価する必要がある。平均的には、地方公営企業の決算規模は、

普通会計の 2 割程度に及んでいると言われている。都道府県を含め地方自治体は、公営事

業のために普通会計からの支出を行っており、その赤字規模も無視できない規模になって

いるところもある。先ず、普通会計から切り離されている地方公営企業の決算も含めて形

で評価を行うことによって自治体財政の本当の姿を見ることができるといえよう。 
地方自治体の財政運営については、公営事業の問題だけにとどまらない。さらに、今日

の地方自治体においては、第三セクター、土地開発公社における決算状況も大きな問題で

ある。第三セクターというのは、地方自治体が民間企業とともに出資して設立した法人の

ことである。主として地域のインフラ整備のために、1970 年代以降数多くの自治体で作ら

れた。公的セクター（第一セクター）と民間セクター（第二セクター）との中間に位置す

るため、第三セクターと呼ばれている。全国各地で、第三セクターの経営破綻が表面化し

ているが、第三セクターが経営破綻すれば、地方自治体の出資金の回収はできないばかり

か債務保証しているということになると、その債務が普通会計に影響することは必至であ

る。 
自治体にとって表面化していない決算は、第三セクターだけではない。土地開発公社に

おける地価下落による評価損も大きな問題になると考えられる。土地開発公社は、地価上

昇時に自治体の公共事業のために必要な土地を先行取得する目的で設立された。先行取得

された土地は、取得された価格（簿価）で自治体が買い取ることになっているから地価が

上昇している時には自治体にとってメリットがある。しかしながら、91 年のバブル崩壊以

降の地価下落によってその意義はなくなったばかりか、先行取得した土地の自治体の買取

が遅れれば遅れるほど土地買取のための借入れ資金の利払いが増えるという構造になって

いる。ほとんどの地方自治体が土地開発公社をもっているが、多くの自治体において土地

開発公社の先行取得した土地が塩漬けになっており、実質的な自治体の債務が存在してい

ると懸念されている。 
したがって、地方自治体の財政運営についての本当の姿を知るためには、普通会計以外

にも地方公営企業会計、そして第三セクター、土地開発公社における決算状況も加味した

評価が必要であると考えられる。地方公営事業については、自治体が行っている事業活動

としては、10 の事業がある。事業の主なものとしては、下水道事業、上水道事業、簡易水

道事業、観光施設事業、病院事業、宅地造成事業、駐車場事業などがある。自治体によっ
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て事業内容が異なる事はもちろんである。これら事業の決算状況については、総務省のホ

ーム頁に各事業ごとの決算状況が公表されている。これらすべての決算状況について 47 都

道府県の累積収支を計算する事は不可能でないにしても、相当の時間と労力を要する作業

になると考えられる。そこで、ここではフローの数字である 2000 年度の 47 都道府県の決

算状況についてその概略を整理しておこう。 
2001 年度の公営事業会計の決算状況をみると、47 都道府県のうち１９の都道府県（４

１％）で赤字決算となっている。これらの公営事業のうちとりわけ赤字の規模が大きいの

が病院事業である。病院事業については、実に２７の都道府県（５８．６％）_赤字決算と

なっている。具体的に、病院事業の赤字決算をしている府県をみたのが第 表である。こ

れをみると、大阪府で 38 億 4000 万円、沖縄県 24 億２６００万円、島根県 20 億円、宮崎

県 19 億円とそれぞれ普通会計の規模をくらべ、かなりの赤字を記録している（第１０表）。

この数字は単年度の赤字であるから過去の累積額は相当の規模になるものと推測される。

病院事業については、最近ＮＰＭ(ニューパブリックマネジメント)の一つであるＰＦＩ（パ

ブリックファイナンスイニシアティブ）が話題になっている。民間の市場原理を活用した

叡智と資金を活用して効率化・活性化を図ろうとする試みである。日本においての医療Ｐ

ＦＩの例は数としては少ないが、自治体における医療事業の実態を目の当たりにするとき、

新しい試みを実践していくことの必要性が増大しているものと考えられる。 
 
第 10 表  病院事業についての赤字決算自治体 

 （単位 ： 100 万円）

1 大阪府 -3,840 

2 沖縄県 -2,426 

3 島根県 -2,061 

4 宮崎県 -1,941 

5 北海道 -1,765 

6 千葉県 -1,649 

7 高知県 -1,619 

8 鹿児島県 -1,524 

9 新潟県 -1,512 

10 長野県 -1,150 

（資料出所） 総務省「地方公営事業決算」より作成。（2001 年度） 
 
 次に、第三セクターの評価であるが、これに関しては現在実証的に分析できる状況には

なっていないのが実態である。都道府県に関しても、統計データをベースに分析できない

のが実情である。そこで本稿においては、最初に述べた筆者自身が実施したアンケート調

査の結果にもとづいて評価を行いたいと考える。この調査結果によれば、20.5％が「財政面
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で問題となる第三セクターはない」と回答している。また、４６．２％が「ある程度の負

債はあるが、近い将来財政面で問題になるとは思わない」と回答している。これに対し、

３３．３％が「財政面で今後かなり逼迫要因になる懸念がある」と回答している。47 都道

府県のうち 3 割強で財政上問題となる第三セクターを抱えている、ということを示してい

る（第１１表）。 
 
第１１表  都道府県における第 3 セクターについての評価 
  回答数 ％ 

① 財政面で問題となる第３セクターはない。 10 21.3 

② ある程度の負債はあるが近い将来財政面で問題になるとは思わない。 22 46.8 

③ 財政面で今後かなり逼迫要因になる懸念がある。 15 31.9 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
 
 最後に、土地開発公社についてみておこう。都道府県の土地開発公社についても、まず

今回行ったアンケート調査の結果からみておこう。この調査結果によれば、４１％で「評

価損はあるが、財政面で問題になるほどではない」と回答している。これに対し、７．７％

が「かなりの評価損をかかえており、今後の財政面への影響が懸念される」と回答してい

る。明確に懸念を示しているのは 1 割に満たないが、土地の評価損についてその実態を把

握していない、というのが２３．１％あるほか、未回答が１８．２％ある（第１２表）。こ

れらの回答が何を意味しているかは、議論の分かれるところだが、都道府県レベルにおい

ても土地開発公社のかかえる土地の含み損についてその実態が不透明である事を反映して

いるものとみられる。これらを総計すると、都道府県の実に五割近くで自らの抱える土地

の評価損の実態を財政担当者が把握していないと考えられる。 
 
第１２表  都道府県における土地開発公社の評価 
  回答数 ％ 

① 土地評価損について把握していない。 11 23.4 

② 評価損はあるが財政面で問題になるほどではない。 21 44.6 

③ かなりの評価損をかかえており、今後の財政面への影響が懸念。  8 17.0 

④ 未回答  7 14.9 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
 
 都道府県を含めて全国の自治体の土地開発公社が抱える土地の評価については、総務省

がその実態を公表している。これによると、全国の地方自治体（土地開発公社）が所有す

る土地の評価額は、平成 13 年度では 1 兆 7948 億円となっており、前年度にくらべ１１．

８％（２３９３億円）の評価損となっている。このうち、五年以上保有している土地は全
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体の４２．３％。10 年以上保有している土地は１８．３％となっている（第１３図）。土地

開発公社の先行取得した土地がかなりの期間塩漬け状態になっている実態を示していると

言えよう。 
 
第１３表  地方自治体の保有土地の評価状況 
 
 
 
 
 
 
 
（資料出所） 総務省「平成 13 年度土地開発公社事業実績調査結果概要」 
 
 土地開発公社の決算の実態についての資料は、現在一般には公開されていない。都道府

県レベルの決算状況に関しても、総務省に情報公開請求してはじめてその資料を見ること

が可能となるのが実態である。（もちろん、各自治体を尋ねて一つ一つ情報を収集すれば、

その内容を把握する事は可能である。）平成 13 年度についての土地開発公社の各都道府県

の決算状況を総務省のデータにもとづいてみてみよう。このデータによれば、大阪府のか

かえる赤字が最も大きいという結果になっている。大阪府では 18 億６０００万円の赤字と 
なっている。ついで、和歌山県の 4 億 5〇〇〇万円、熊本県 2 億９４００万円、石川県 2 
 
第１４表  土地開発公社の決算状況（平成 13 年度） 

 （単位 ： 100 万円） 

1 大阪府 -1,860 

2 和歌山県 -450 

3 熊本県 -294 

4 石川県 -248 

5 神奈川県 -128 

6 長野県 -127 

7 長崎県 -117 

8 茨城県 -98 

9 宮城県 -84 

10 鹿児嶋県 -78 

（資料出所） 総務省データ（情報公開請求による取得）による 
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億４８００万円となっている（第１４表）。これもフローの単年度の赤字であり、バブル崩 
壊以降の土地の値下がり状況のもとで、これら自治体は相当額の赤字を累積しているもの

と推測される。 
 もともと土地開発公社は土地の値上がり状況に対して、これをヘッジする目的で国のバ

ックアップによって推進されてきたものである。土地が右肩上がりで上昇していた時期に

は、機能した制度であるが、日本経済がデフレ状況に陥った今日ほとんど機能していない。

土地開発公社の形態は、実質上自治体が主体であるが、土地を購入するための資金は金融

機関からの借り入れで行われている。先にみたように、先行取得した土地が塩漬けになっ

ている状態では金融機関に対する借り入れの利子だけがかさむ結果になっている。地価が

半値或いは 3 分の１以下に下落している状態では、現在購入可能な時価の何倍にものぼる

額を支払わなければならないとともに、あわせて金融機関からの借り入れ利息も支払わな

ければならない。土地開発公社が購入した土地が値下がりしていても、その土地を公共事

業などに活用する計画が実施されるものならそれほど問題にはならない。自治体によって

は、先行取得する場合でも議会との承認をとって行っているところもある。こうした自治

体は高値掴みはしていても、財政上それほど問題になるとは思えない。問題なのは、議会

の承認もなく、事業計画の実施予定もないのに購入されているケースである。 
 こうしたケースでは、累積債務の額が相当の規模に達しているだけでなく、当時の責任

者がいないためその責任が不明瞭な形になっているケースが多いと見られる。現在問題に

なっている累積債務は、５年前、10 年前に購入されたものであり、現在の自治体の首長が

実施したものではない事は確かである。そうなると、自らの責任でない問題を敢えて公表

するという行為を地域住民が期待する事が無理ということになる。先ほどみたアンケート

調査結果での財政担当者がその実態を把握していないという回答も、そのあたりの実情を

反映しているものと考える事が可能である。土地開発公社による不良資産の問題は、何よ

りも地域住民に対する透明性が欠如している点である。これまで日本で唯一財政再建団体

に甘んじていた福岡県赤池町の例においても、財政再建団体に転落した直接の原因が赤池

町の土地開発公社の累積赤字を表面化させたことだと言われている。自治体によっては、

不良債権の存在が今後かなりの規模で自治体財政に大きな影響を及ぼす事が懸念されてい

る。この問題の解決にあたっては、先ず何よりも各自治体がどれだけの不良資産を抱えて

いるのか、その実態を明らかにすることであると考えられる。 
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第六章  都道府県がかかえる近い将来における財政運営上の問題 
   
 やや近い将来の財政上の問題として、都道府県が直面する二つの問題がある。一つは、

退職金の支払いの問題であり、もう一つは地方債償還の問題である。 
 先ず、退職金の支払いの問題であるが、これは都道府県における人件費が相対的にウエ

イトが高いことと関連している。歳出に占める人件費の割りあいは、都道府県全体の平均

でも２９．８％となっており、3 割近くを占めている。これは、義務教育関係の支出や警察

関係の人件費の支払いが都道府県の負担になっていることとも関連があると考えられる。

人件費の歳出に占める割合は、平均では 3 割弱であるが、都道府県別に見ると大きな偏り

が見られる。例えば、神奈川県における人件費の割合は、４７．２％となっており、最も

高い比率となっている。神奈川県においては、何と五割近くが人件費に食われる形になっ

ているのである。神奈川県の場合、県内に政令指定都市を多く抱えていることが、この事

と影響していると言われている。政令指定都市を抱えているため、政策経費のウエイトが

小さくなっていることが影響していると考えられる。人件費の歳出に占めるウエイトの高

さは、他の大都市においてもみられ、千葉県（３７％）、埼玉県（３７％）、京都府（３６．

２％）大阪府（３５．８％）などにおいても、軒並み高い比率となっている（第１５表）。 
 
第１５表  都道府県における人件費が歳出に占める割合（％） 

神奈川県 47.2 

千葉県 37.0 

埼玉県 37.0 

京都府 36.2 

大阪府 35.8 

愛知県 34.9 

福岡県 33.8 

都道府県平均 29.8 

（資料出所）総務省「都道府県決算状況調査」より作成。 
 
 人件費の高さは、すでに述べた歳出削減とからんでくるが、日本の公務員制度の制度的

背景もあって、その削減は容易ではない。アンケート調査結果では、７４．５％の都道府

県ですでに「人件費の削減に手をつけている」との回答になっている。「人件費の削減を考

えていない」とするのはわずかに６．４％にすぎない（第１６表）。後で退職金問題との関

連でふれるが、人件費の削減手をつけているといってもそれは現行制度の枠内での可能な

方法であり、必ずしも抜本的な形で実施されているとは言い難い。 
 
 



 22 

第１６表  都道府県における人件費削減への対応 
  回答数 ％ 

① 人件費の削減にすでに手をつけている。 35 74.5 

② 人件費の削減を検討中である。  9 19.1 

③ 人件費の削減は考えていない。  3 6.4 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
 
 人件費の問題は、実は職員の退職金の問題として財政上跳ね返ってくることが問題であ

る。周知のように、団塊の世代が大量に就職し、又再び大量に退職する時期を迎える事に

なる。団塊の世代が退職年齢を迎えるのは、2007 年である、と言われている。この時期に、

人件費比率の高い都道府県においては、財政上の逼迫要因になることが懸念される。アン

ケート調査において、この退職金問題について質問を行っている。団塊の世代の退職金問

題について都道府県の財政担当者がどのように評価しているか、という点について先ず質

問している。調査結果によれば、「団塊の世代の大量退職は、何とかしのげる」とする回答

が１９．１％、団塊の世代はあまり多くなく逼迫要因とはならない」とする回答は２．１％

となっている。「現状でも財政面で逼迫要因になっている」とする答えが１４．９％になっ

ているのに加え、「今後、団塊の世代の大量退職で 4～5 年以内に逼迫要因になる」とする

答えが６３．８％となっている（第１７表）。8 割をこえる都道府県で今後退職金問題が財

政運営に重くのしかかってくることを予測する答えとなっている。 
退職金への具体的対応については、６９．２％の都道府県において具体的な検討を始め

ているとの答えである。しかし、筆者自身の調査によれば、退職金の支払いの問題につい

て、各都道府県はほとんどのところが何らの具体的な方策を検討していないのが実情では

ないかと見られる。すでに述べたように、この問題で最も深刻な事態が予想されるのは、

最も高い人件費比率をかかえている神奈川県である事は想像に難くない。神奈川県では、

こうした問題に対処するために、県独自の調査検討委員会を設け、一年にわたって検討を

進めてきた経緯がある。その検討結果の報告書は提出されたが、現実には具体的な方策は

何もとられていないのが実態である。最も問題が深刻であると予想される神奈川県におい

ても、この程度の検討状況であることから考えると、7 割近くの都道府県のこの問題への検

討内容も問題解決のためには程遠いものと考えても、あながち誤りではないだろう。さら

に敷衍すれば、退職金の支払いについては、都道府県に関する限りそのための積立金を全

く引き当てていないのが実情である。2007 年において、この問題が大きくクローズアップ

される事は間違いないだろう。 
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第１７表  都道府県における人件費削減への対応 
（１）退職金支払いについての評価   

  回答数 ％ 

① 現状でもすでに財政面で圧迫要因になっている。 7 14.9 

② 今後、団塊世代の大量退職で４～５年以内に逼迫要因になる。 30 63.8 

③ 団塊世代の大量退職は予想されるが、なんとかしのげる。  9 19.1 

④ 団塊の世代はあまり多くなく逼迫要因とはならない。  1  2.1 

    

（２）退職金への具体的な対応   

  回答数 ％ 

① とくに検討していない。 12 30.8 

② 検討をはじめている。       27 69.2 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
 
 次に財政運営上問題になると考えられるのは、地方債償還の問題である。すでに述べた

ように、都道府県を含め地方自治体は、１９９０年代歳入欠陥から地方債の発行による歳

入に大きく依存することになった。日本における地方債の発行は、中央における景気対策

との関連において公共事業の拡大と大きく関係している。国の景気対策に協力する形で地

方自治体が積極的に公共投資を増やしたが、それを賄ったのが地方債の発行による歳入の

増加であった。日本の場合、公共投資の実施主体は、国が２割であるのに対し、地方自治

体は８割となっている。景気対策の旗振り役は、中央政府である国だがその実施主体は地

方自治体ということになっている。自治体による地方債の発行は、１９９５年度がそのピ

ークとなっている。地方債の償還期限は１０年であるから、これらの地方債の償還期限は

２００５年に訪れることになる。つまり、２００５年には自治体にとって、この地方債の

元利償還が財政運営上の大きな逼迫要因になることは間違いないものと考えられる。 
 都道府県の財政担当者へのアンケート調査結果では、この地方債の償還問題についてか

なり厳しい見方が示されている（第１８表）。「起債制限比率などからみて、まだ地方債発 
 
第１８表  都道府県における地方債の返済についての評価 

  回答数 ％ 

① ２００５年頃までには相当厳しい状況が予想される。 31 60.0 

② 今後数年厳しい状況が予想されるが、それを越えれば何とかしのげる状況にある。 11 23.4 

③ 起債制限比率などからみて、まだ地方債発行に余裕があり、返済にも問題がない。  3  6.4 

④ 未回答  2  4.3 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
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行には余裕があり、返済に問題がない」とする都道府県は二県（２％）にすぎない。また、

「今後、数年派厳しい状況が予想されるが、それを超えれば何とかしのげる」とする県は

九県（２３．７％）となっている。７１．１％が「２００５年度までには相当厳しい状況

が予想される」としている。少なくとも、都道府県の場合、財政担当者のほとんどが地方

債償還問題の先行きをかなり厳しい目で見ていることを示している。 
 実際の統計データからみても、地方債の償還については、厳しい実態が見られる。それ

は、地方債償還のための基金の実態である。地方債償還のための積立金は、減債基金と呼

ばれている。都道府県のケースでは、総務省の発行する「都道府県決算状況調査」のなか

に公表されている。この統計データから二つの問題が指摘できる。一つは、仮にここにあ

る金額が都道府県の財政当局の使用できるとしても、現在かかえている地方債残高と比較

するとあまりにもその規模が小さいという事実である。地方債残高に対する減債基金の比

率は、都道府県平均でもわずかに２．２％にすぎない。この数字は、平均的数字であるか

ら基金の積み立て額が小さいところでは、とても返済に間に合う状況ではないのが実態で

ある。二つは、総務省の統計データで公表されている減債基金の積み立て額は現実に都道

府県が使えるお金ではないという事実である。むしろ、この点の方が問題なのだが、府県

によっては、このデータは、帳簿上の数字であり、現実には財政上の困難からすでにその

多くが別の目的のために使われているという問題である。つまり、実際には減債基金が別

の目的に流用されているケースがあるということになる。今回のアンケート調査でもその

点に関しての質問を行っているが、返済のための基金を全く積み立てていないところが二

団体、減債基金を積み立てているが、すでにその大半を別の目的に使ってしまっていると

ころが三団体あるという回答になっている。このように、現実の統計データの面からも２

００５年度に大量の償還期限をむかえる地方債については、かなりの自治体において財政

運営上の大きな問題になることが予想される。 
 財政運営の上で、財政効率化に寄与すると考えられるＮＰＭ（ニューパブリックマネジ

メント）の都道府県における活用状況についても、今回のアンケート調査で質問を行った。

最後にこの点についてコメントしておこう。まず、ＮＰＭ活用の実態であるが、都道府県

においても「かなり活用している」とするところは、１９．１％にとどまっている。「ほと

んど利用していない」が６．４％であり、７４．５％が「部分的に利用している」となっ

ている。 
 ＮＰＭの具体的な中身としては、行政評価制度（３３．３％）、民間委託（１９．４％）、

ＰＦＩ（１９．４％）、バランスシート（１９．４％）となっている（第１９表）。筆者は、

バランスシートの活用が日本の自治体の財政運営上重要であると考えている。とりわけ、

発生主義の考えにもとづくバランスシートを財政運営に活用していくことが今日の日本に

おける自治体財政運営に要請されていると考えるが、この点については都道府県の場合で

も必ずしも機能していないのではと懸念される。バランスシートと財政運営の関係につい

て都道府県へのアンケート調査結果では、「バランスシートの作成が財政運営に役立ってい
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る」としたところは３０．４％であり、６９．６％は「バランスシートは作成しているが、

財政運営には活用していない」という答えである（第２０表）。都道府県では、総務省の音 
 
第１９表  ＮＰＭと財政運営への活用 

（１） ＮＰＭの活用について 回答数 ％ 

① かなり利用している。    9 19.1 

② 部分的に利用している。  35 74.5 

③ 具体的にほとんど利用していない。  3 6.4 

   

（２） ＮＰＭ活用の具体的手法 回答数 ％ 

①行政評価制度  12 33.3 

②ＰＦＩ   7 19.4 

③バランスシート  7 19.4 

④ 民間委託  7 19.4 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
 
第２０表  バランスシートと財政運営について 
  回答数 ％ 

① バランスシートは作成していない。  0 0.0 

② バランスシートは作成しているが、財政運営には活用していない。 32 68.1 

③ バランスシートの作成が財政運営に役立っている。 14 29.8 

④ 未回答  1  2.1 

（資料出所）2003 年 8 月実施アンケート調査結果による。 
 
頭で全てがバランスシートの作成を行っている。しかしながら、いわゆる総務省方式によ

るバランスシートは、現金主義会計によるものであり、発生主義会計によるものではない

という特徴をもっている。決算統計をベースにしているため、そうした結果になっている

と考えられるが、資産・負債の評価についても簿価による評価であり、時価評価になって

いないという特徴をもっている。すでに述べたように、日本の自治体は２００５年の地方

債償還問題、２００７年の団塊世代の退職金支払い問題を近い将来にかかえている。こう

した将来をみこした財政運営は、まさに発生主義会計にもとづく会計処理でないと対処で

きないと考えられる。現在の自治体にとっては、債務の処理が重要課題となっているが、

まさに債務が発生した時点でそれを記録しておくという発生主義によるバランスシート作

りが財政運営において必要になっていると言えよう。アンケートの調査結果において、都

道府県の４割ほどが財政運営に役立っている、と回答しているが、これもでは具体的にど

のような形で役に立っているか、という実態については必ずしも積極的に活用がなされて
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いるというものでもないようである。調査の過程での聞き取りでは「バランスシートを作

成しているのに役に立っていない」とは言えないというのが、財政担当者による本音のよ

うである。その意味では、自治体において財政の効率的運営を可能にするようなＮＰＭと

りわけバランスシートの作成とその活用が期待される予知が残されているものと考えられ

る。 
日本の自治体におけるＮＰＭ（ニューパブリックマネジメント）の導入については、そ

の哲学がなおざりにされ、形だけが先行している嫌いが見られる。本来的にどういう問題

意識でＮＰＭの導入が進められてきたかについてもう一度その基本に立ち戻る事が必要で

あろう。バランスシートの作成についてもそうした課題が残されていることを今回のアン

ケート調査結果が浮き彫りにしていると見られる。 
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（結語） 

 今日の日本における自治体財政は、１９９８年の大都市圏における財政危機が叫ばれた

頃と比較して、一貫して悪化の一途をたどっていることが明らかである。本稿での分析は、

主として都道府県を中心にしたものであるが、統計データ的にもその点は実証されたと言

って間違いない。この点は、市町村レベルにおいてもほぼ同様の傾向を示しているものと

考えられる。こうした財政状況の逼迫に対して、行政当局あるいは自治体の首長はどのよ

うな認識をもっているのであろうか。この点を，今回実施したアンケート調査の結果でみ

てみよう(第２１表)。都道府県の財政担当者に対する財政の現状認識を聞いた結果では、す

べての財政担当者が｢厳しい見方｣を示している。これに対して、都道府県知事の認識はや

や異なっている。都道府県知事に対する財政の現状認識の調査は、２００１年 10 月に実施

されたものであり、今回の財政担当者に対するアンケート調査と時期的に少しずれがある

が、基本的には財政の状態は２年前と今日で変わっていないものと思われる。従って、こ

の二つの調査結果を比較してもそれほど問題があるとは思えない。都道府県知事の場合で

は、財政の現状に対してわずかに１８．６％が危機意識を持っているに過ぎない。財政担

当者と首長の認識には，この調査結果を見る限り、相当のギャップがあるものと考えられ

る。 
 
第２１表  現在の財政状況に対する認識 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料出所） 「地方分析の現状と課題に関するアンケート」（ＰＨＰ総合研究所、2001 年）、

「都道府県の財政状況に関するアンケート調査」（2003 年８月） 
 
 今日の財政状況に対する評価としては、統計データとして最近時のものであると同時に、

財政担当者の立場からの評価が現状を正確にかつ素直に見ているものと考えられる。今日

の都道府県における財政収支の状況は，相当厳しい状況にあると考えて間違いない。都道

府県の置かれた財政状況の評価としては、個別の具体的なデータを見る限り、総務省が公

表している経常収支比率や起債制限比率などからみたものとは違った評価をすることが可

能である。これらの既存のデータによる評価では、一般に大都市圏の財政収支が悪いとい

う結果になる。しかしながら、財政収支を修正したデータで見た場合、これらの結果とは
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やや異なる結果が得られる。すなわち、フローの財政赤字とストックでの財政赤字で都道

府県の財政収支を評価すると、大都市圏にくらべ地方圏での財政収支の悪化が目立ってい

るという結果になっている。この点は、財政的に国との繋がりが深い日本の交付税システ

ムがその背景にある。国からの交付税措置が背景にあるために、地方圏における財政収支

の悪さ（本当の姿）が覆い隠されているものと考えられる。地方自治体の財政収支の実態

を正確に把握するためには、こうした国からの交付金による借金の補填を除いたネットの

姿で評価していくべきであろう。 
 しかしながら、自治体における財政の本当の姿は、普通会計における収支の評価だけで

は把握することが出来ない。今日における日本の地方自治体の多くは、財政バランスに関

して普通会計にとどまらず、それ以外の面で多くの問題を抱えているのが実態である。公

営企業会計、第三セクター，土地開発公社の問題がそれである。統計データの制約などか

ら、これらの財政面における問題の数量的な大きさについては、必ずしも明らかにするこ

とは出来なかったが、最近のフロー面でのデータを観察するだけでも、かなり事態が深刻

であることを物語っているものと考えられる。これらの普通会計以外のセクターが自治体

に及ぼす影響の大きさについては、現在一般に公表されていとは言えない。もちろん、個々

の事例についてそれぞれのデータを集めることは可能なことは事実であるが、一般に利用

可能な形でこれらセクターの財政状況のデータが明らかにされているわけではない。都道

府県における財政再建を行うにあたっては、まずその実態を把握することが前提になるこ

とは言うまでもない。その意味で、都道府県におけるこうしたセクターでの情報の透明性

を高めていくことがまず求められていると言えよう。 
 さらに、近い将来における都道府県における財政運営の問題点として、二つの点が重要

な問題点となるものと考えられる。一つは、２００５年における地方債の返済の問題であ

り，もう一つは、２００７年における団塊世代の大量退職に伴う退職金支払いの問題であ

る。これらの問題が財政運営にあたえる影響は必ずしも小さいものではない。前者は、１

９９５年における地方債発行がピークであったことによるものであり、後者は団塊の世代

の職員が退職することによって生じる財政上の支払いである。いずれも、過去の行為によ

って生じている債務の履行という性格の支払いである。残念ながら、この両方の債務問題

に対して都道府県における財政的準備がなされていないのが現状である。これらは、会計

的処理的には発生主義的考えにもとづく財政運営によってはじめてその処理が可能である。

２年後，５年後の問題とはいえ、この二つの問題への対処が今日の自治体財政運営の喫緊

の課題として求められている。 
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（アンケート調査の内容と調査結果） 

 
２００３年度都道府県「財政状況に関するアンケート調査」について 

 
（１） 調査対象  ４７都道府県 
（２） 調査時期  ２００３年７月２５日～８月１０日 
（３） 調査方法  ｅメールによる調査表の送付と回答 
（４） 回答数    １００％ 
（５） 調査表の送付先  都道府県財政担当課 

 
 
 

財政状況に関するアンケート【調査結果】 
 
（１） 現在の財政状況について、どのような認識をお持ちかについてお尋ねします。 

① 非常に厳しい状況にある。47 件（100.0％） ②それほど問題があるとは思えない。

0 件（0％） ③ある程度余裕がある状態である。0 件（0％）                   

 
（２） 地方債の返済状況についてお尋ねします。 

① ２００５年ごろには相当厳しい状況が予想される。31 件（68.9％） ②今後数年厳

しい状況が予想されるが、それを超えれば何とかしのげる状況にある。 11 件

（24.4％） ③起債制限比率などから見ても、まだ地方債発行に余裕があり、返済

にも問題はない。3 件（6.7％） 
                                  

（３） 地方債の返済のための減債基金についてお尋ねします。（最も近いと思われる答えを

選択してください） 
① 減債基金は公表されている数字に近い形で残っている。42 件（91.3％） ②半分以

上は、一般会計に貸し出す形で実際には使われている。3 件（6.5％） ③ほとんど

残っていない。1 件（2.2％） 
                              

（４） 職員の退職金の支払いについてお尋ねします。 
① 現状でもすでに財政面で圧迫要因になっている。7 件（14.9％） ②今後、団塊世代

の大量退職で 4～５年以内に逼迫要因になる。30 件（63.8％） ③団塊世代の大量

退職は予想されるが何とかしのげる。9 件（19.1％） ④団塊の世代はあまり多くな

く、逼迫要因とはならない。1 件（2.1％） 
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（５） 退職金の支払いが厳しい、とお答えになった都道府県にお尋ねします。退職金の支

払い問題について、何か具体的な歳出削減計画はおありでしょうか。もしあれば、

具体的な削減計画についてもお書きください。 
① とくに検討はしていない。12 件（30.8％） ②検討を始めている。27 件（69.2％）         

 
（６） 厳しい財政状況に対処して、人件費などの削減計画はおありでしょうか。もしあれ

ば、具体的な人件費削減計画についてお書きください。 
① 人件費の削減にすでに手をつけている。35 件（74.5％） ②人件費の削減を検討中

である。9 件（19.1％） ③人件費の削減は考えていない。3 件（6.4％）                  

 
（７） いわゆるニューパブリックマネジメント（ＮＰＭ）の導入が最近自治体でも進んで

おります。こうした競争原理の導入を主眼としたＮＰＭの導入が、御都道府県の財

政状況改善のために具体的に利用されているとお考えですか。（なお、ＮＰＭ的手法

というのは、行政評価制度、ＰＦＩ、バランスシート、民間委託などを指します）。 
① かなり利用している。9 件（19.1％） ②部分的に利用している。35 件（74.5％）

③具体的にはほとんど利用していない。3 件（6.4％）                          

 
（８）「①かなり利用している」とお答えになった場合、具体的にはどのような手法を活用

されていますか。（その他を回答された場合、具体的な手法を書いてください。）(複数

回答可) 
①行政評価制度 12 件（33.3％） ②ＰＦＩ7 件（19.4％） ③バランスシート 7 件（19.4％）

④民間委託 7 件（19.4％） ⑤その他 3 件（8.3％） 
                             
（９）バランスシートと財政運営との関係についてお答えください。 

①バランスシートは作成していない 0 件（0％） ②バランスシートは作成しているが

財政運営には活用していない 32 件（69.6％） ③バランスシートの作成が財政運営に

役立っている。14 件（30.4％） 
                               

（１０）第三セクターについてお尋ねします。 
  ①財政面で問題となる第三セクターはない。10 件（21.3％） ②ある程度の負債はある

が近い将来財政面で問題となるとは思わない。22 件（46.8％） ③財政面で今後かなり

逼迫要因になる懸念がある。15 件（31.9％） 
                                  
（１１）御都道府県の土地開発公社についてお尋ねします。 

① 土地の評価損について財政担当者として把握していない。11 件（27.5％） ②評価

損はあるが財政面で問題になるほどではない。21 件（52.5％） ③かなりの評価損



 32 

を抱えており、今後の財政面への影響が懸念される。8 件（20.0％）                     

 
（１２）御都道府県の財政運営の状況を把握するにあたって、財政担当者として最も重視

しておられる財政指標は何ですか。（複数回答可）「その他」では具体的にお書きくだ

さい。                          
  ①実質収支比率 7 件（7.6％） ②経常収支比率 33 件（35.9％） ③起債制限比率 36 件

（39.1％） ④その他 16 件（17.4％） 

【 回答結果 】 

 ① ② ③ ④ ⑤ 解答数 

（１） 47 0 0 0 0 

  (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) 
47 

（２） 31 11 3 0 0 

  (68.9%) (24.4%) (6.7%) (0.0%) (0.0%) 
45 

（３） 42 3 1 0 0 

  (91.3%) (6.5%) (2.2%) (0.0%) (0.0%) 
46 

（４） 7 30 9 1 0 

  (14.9%) (63.8%) (19.1%) (2.1%) (0.0%) 
47 

（５） 12 27 0 0 0 

  (30.8%) (69.2%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) 
39 

（６） 35 9 3 0 0 

  (74.5%) (19.1%) (6.4%) (0.0%) (0.0%) 
47 

（７） 9 35 3 0 0 

  (19.1%) (74.5%) (6.4%) (0.0%) (0.0%) 
47 

（８） 12 7 7 7 3 

  (33.3%) (19.4%) (19.4%) (19.4%) (8.3%) 
36 

（９） 0 32 14 0 0 

  (0.0%) (69.6%) (30.4%) (0.0%) (0.0%) 
46 

（１０） 10 22 15 0 0 

  (21.3%) (46.8%) (31.9%) (0.0%) (0.0%) 
47 

（１１） 11 21 8 7 0 

  (23.4%) (44.7%) (17.0%) (14.9%) (0.0%) 
47 

（１２） 7 33 36 16 0 

  (7.6%) (35.9%) (39.1%) (17.4%) (0.0%) 
92 

 

質問 
選択肢 
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（付属関連資料） 

 
 
アメリカの自治体における行政運営のランキングづけ 

● Government Performance Project（シラキュース大学） 

1999 年 50 州 

2000 年 35 の主要都市 

2001 年 50 州 

2002 年 40 の主要都市 

● 評価の対象   

  財政運営、ヒューマンリソースマネジメント、情報技術、結果志向の行政運営。 

● 地方政府の比較によって、お互いに優れた点を学ぶ機会を提供する。 

 
 
 
日本における自治体の評価づけ調査 
（１）日本経済新聞社による全国６７５市・東京２３区を対象 

 ● 行政サービス調査（1998 年から3 回実施） 

  透明度（情報公開） 

  効率化 

  市民参加度（市民参加推進体制づくり） 

   利用度（窓口サービスの利便度） 

（２）関西自治体経営評価 

 ● 関西社会経済研究所による関西 48 市の自治体ランキング 

 ● 評価対象 行政運営 

   財政力 

   厚生水準 

 ● 評価方法 アンケート調査の回答をベースに偏差値を計算して順位付けを行っている。 

     

財政力については、純債務と経常収支の比較により債務償還年数をベース

に評価付けを行っている。 

 
 
 
 
 


