『総合政策論叢』第17号 (2009年 3月 )
島根県立大学 総合政策学会

研究ノー ト〕
〔

島根県 にお ける大合併後 の
基礎 自治体 が負 った行財政 上 の課題
平 松

弘 光

草 刈

健

高

良

里江子

中 川

哉

小

寺

司

真由美

は じめ に

1.平 成 の大合併 と三位 一体 の改革
と狙 い
・
1)明 治 昭和 の大合併 と平成 の大合併

(1)平 成 の大合併 の経緯

2)平 成 の大合併 を推進 した背景
(2)三 位 一体 の改革 の経緯

と狙 い

1)三 位 一 体 の改革 の背景 と経緯

2)三位 一 体 の改革 の狙 い
3)三位 一体 の改革 の実態

2.平 成 の大 合併後 の地方財政
(1)合 併後 の地域 間格差 の拡大

② 地方財政 に対す る住民監視 の強化

3,市 町村財 政 の現状 と課題
(1)合 併市 の財政 の現状

と課題― 浜 田市 を例 に して一
1)浜 田那賀方式 自治区制度 と新 しい住 民 自治 の システム

2)合併 後 の財政状 況
3)経 常経 費 の削減
4)今 後 の対応
(2り F合 併 町村 の財政 の現状

と課題― 川本 町 を例 に して一

1)単 独 町制選択後 の取 り組 み

Jの 設定

2)「 財 政非常事態 回避期 間

3)今 後 の課題
4・

三位一体 の改革 と国 の補助金制度
(1)国

庫補助 金制度 の現状

(2)三 位 一体 の改革後 の 国 と地 方 の 関係

5,お わ りにか えて
基礎自治体・外郭団体及びその職員に求められるもの〕
〔

‑109‑

島根県立大学 F総 合政策論叢』第17号 (2009年 3月 )

は じめ に
我が国 は平成時代 の初 めに、「土地 バ ブル経済」 が崩壊 した後、膨大 な不 良債権 を抱 え
た金 融機関 は、な り振 り構 わない「貸 し剥 が し」「貸 し渋 りJを 強行 した。その結果、実
体経済 にお い ては、金融不安 に端 を発 した深刻 な経済不況が襲 いかか り、不況 はこの 3・

4年 前 まで続 い ていた。政府 は不況脱出 をはかるために、公的資金 による金融機関救済 を
行 ない、不良債権 の買 い取 りや資本充実 に動 くとともに、実体経済 の不況克服 のために公
共事業 の濫発 とい う政策 を長年 にわたつて と り続け た。 この政策は、ただでさえ不況 によ
る企 業 の利益減少や個人 の収入減少 により税収が落ち込 んでいた国・地方 自治体 に対 して、
膨大 な赤字国債 ・公債 の発行 を余儀 な くさせ 、著 しい財政難 を招 くことになった。

2000(平 成 12)年 に、分 権 一括法 が施行 されて地方分権 の時代 が幕 を開け たのは、ち
ょう どその財政難 のさなかであった。分権 一括法 による地方 自治法 の改正 で第二次大戦後
長 い 間地方 自治体 を苦 しめて きた機関委任事務 の廃止 をみたが、その一方 で、政府主導 の
「平成 の大合併」 と「三位 一 体 の改革」 とい う大波 が、地方 自治体、 と りわけ基礎 自治体
の市 町村 を襲 った。「平成 の大合併」 と「三位 一体 の改革」 は、都道府県、市町村 のみな
らず地方 自治体 の外郭団体 に対 して も、 さまざまな面で拭 いがたい大 きな影響 を与 えた。
本稿 は、合併 により新 たな「 まち」 の姿 を模索す る道 を選択 した浜田市 と、合併 をせ ず
に旧来の「まち」 の姿 を維持す る道 を選択 した川本町 に、「平成 の大合併 Jと 「三位一体
の改革」 の後 の基礎 自治体 の行財政的課題 をみ、それを検討する中で、 これか らの基礎 自
治体 の あ るべ き姿の手がか りを探す ための試論 で あ る。 また、「三位 一 体 の改革Jは 、国
の補助 金政策の従来 の あ り方 に大 きな影響 を与 え、そのために国 と地方 自治体 の あ り方 が
大 きく変質する犯機 とな りかけてい ることにも注視す る必要を提起す る試論 で もある。
なお、「平成 の大合併」及 び「三位 一体 の改革」 を引 き起 こ した深刻 な財政難は地方 自
治体 の 自治行政 に対 して補完的役割 を担 つている外郭団体 にも大 きな影響 を及 ぼ した。島
根県 の資料 によれば、県出資比率50%以 上の団体数でみると平成 16年 で22団 体 あ ったが、
整理統廃合 を行 な って平成 19年 には17団 体 に減 らして いる。そ の うえ存続 を維 持 された
団体 では、人員削減、県出資 比率 の縮小等が行 われている。外郭団体 の整理統合 は従前か
ら幾度 とな く叫ばれてはい たが、なかなか実効性 ある改革 はなされてこなかった と言 って
よい。 しか し、「平成 の大合併 Jと 「三位 一体 の改革Jを 引 き起 こ した財政難 は、 一気 に
懸案 の外郭団体 の整理統合 を進めている。 と言 つて も、ただ団体数 を減 らした り、人員 を
削減す れば事足 りるとい う問題 ではなかろ う と思 う。外郭団体 のあ り方 について、 自治体
本体 との 関係 をどの ように位置 づ け、 どの よ うな補完機能 を呆た して もらうのか、慎重な
「平成 の大合併」 と「三位 一体 の改革J
検討 がなされなければな らない だろ う。 この点 も、
の及 ば した影響 として注 目すべ き課題であろう。ただ、残念 なが ら、諸 般 の事情 か ら、本
稿 では以上の指摘 にとどめる こととす る。

1.平 成 の大合併 と三位 一 体 の 改革
(1)平 成 の大合併 の経緯 と狙 い

1)明 治 。昭和 の大合併 と平成 の大合併

明治政府 は、1989(明 治22)年 に市制町村制 を施行 し、戸籍事務や小学校事務等 を処理
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させ るため、それ まで受 け継 いで きた江戸時代 か らの 自然発 生的な町村約75,000を 合併 さ
せ 、約 5分 の 1の 約 15,000に 減少 させた (明 治 の大合併 )。
第二次世界大戦後 、政府 は、 日本国憲法 による地方 自治 の保障 とそれに伴 う自治行政 の
。
拡大、 と りわけ新侑U中 学校 の事務処 理や市町村消防 社会福祉等 の事務処 理 のため、再 び
市町村合併 を強力 に推 し進めた。 1953(昭 和 28)年 に町村合併促進法が施行 され、1961
(昭 和36)年 まで の 間 に、市町村数 は約 10,000か ら約3,500の 約 3分 の 1に 減少 した (昭 和
の大合併 )。
昭和 の大合併 か ら約40年 が経過 し、その 間の社会情勢 の激変 により、基礎 自治体 である
市町村 の基盤強化が求め られるようにな った として、政府 は2002(平 成 14)年 に約3,200
あ った市町村 を1,000程 度 に少 な くす ることを目標 とす る方針 を決定 し、強力 に推進 した
のが 、平成 の大合併 で あ る。2009(平 成21)年 3月 末 で、市町村数 は、 1,779に なる予定
で あ る。
2)平 成 の大合併 を推進 した背景

地方分権 を円
政府 は、 昭和 の大合併 か ら経過 した約40年 の間 に、1)地 方分権 の推進 〔
。
い
滑 に推進す るため、基礎 自治体 の行財政基盤 を充実 強化す るための方策が求 め られて
多 くの地域 にお いて、少子高齢化 が一層進展す るた
ること〕、 ii)少 子高齢化 へ の対応 〔
め、基礎 自治体 における少子化対策 や高齢者へ の福祉 サ ービスが ます ます大 きな課題 とな
住民 の求 め るサ ー ビスの多様化、
って くる こ と〕、 i)多 様化す る住民 ニーズヘ の対応 〔
いる
高度化 に対応するため、専門的、高度 な能力 を有す る職員の育成、確保 が求 め られて
交通通信網 の発達等 によ り、 日常 の生 活圏が拡大
〔
し、 より広 い観点 か ら一 体的 なまちづ くりを進 めることが求め られていること〕、 v)効
国 ・地方 を通 じた著 しい財政悪化 の下 で多 くの基礎 自治体 が陥つた
率性 の向上へ の対 応 〔
危機的 な財政状況 を受 け、経費 を切 り詰 めたより効率的な行 政運営が強 く求 め られるよう
こと〕、

)生 活圏 の広域化へ の対応

になったこと〕、 これ らの事項 に適切 に対処す るための手段 の一 つ として、市町村合併 を
進 めるべ きである とした。
しか も、明治、昭和 の大合併 は政府 の強い リー ダーシ ツプの もとで半強制的 に進め られ
たが、それ と異 な り平成 の大合併 では、生活圏や経済圏 と行政圏 とのず れを解消する とと
もに、各市町村が 自らの判断 で行政 サ ービス に取 り組 むことので きる体制 を確保す るため
に、市町村 の 自主的な判断 に基づ き進め られるべ きである とい う点 が強調 され た。
確 かに、平成 の大合併 は、住民投票 の実施 な ど住民参加 に配慮 したかたちで進 められ、
市町村 の 自主的判断 で実施 された ことになっている。 しか し、地方 自治体 は、地財 シ ヨツ
ク (2003年 末 に公 表 された平成 16年 度地方財 政計画 で明 らかにな った地方交付税 および補
助金 の大幅 な縮減 を指す。)と 言 われる地方交付税 の大幅 な削減等 によ り、危機的財政状
況 に追 い込 まれた後、市町村合併 の「アメ」 の部分 である合併補助金、交付税措置 の手厚
い合併特例債等 に群が り、当面 の財政危機 を回避する手段 として、市町村合併 を進めた と
い う側面 も決 して小 さ くはない。
今後 は、交付税 の合併算定替 の終了 とい う歳入減 を晩みなが ら、上述 の平成 の大合併 の
背景 i)か ら v)ま で に、い かに対処 し、多岐 に亘る住民 の需要 に応 える ことが可能 とな
る持続可能 な基礎 自治体 を構築 してい くか、それが重要 となる。構築計画 が描 けない、あ
るいは実行 で きない 自治体 は存続 で きず、将来的 に洵汰 される ことになろ う。
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現在、市町村合併 は、2005(平 成 17)年 3月 末 にアメの部分 の多 い「市町村の合併の特
例 に関す る法律」 日合併特例法 )が 失効 し、アメの部分 の少 ない新 たな「市町村 の合併
(十

の特例等 に関す る法律」 (新 合併特例法 )が 施行 されたため、一段落 してい る状 況にある。
ところが 、2008(平 成20)年 に、定住 自立圏構想が総務省 よ り示 された。 これは、中心
市 と周辺市町村 との協定 に基 づ き、連携 と役割分担 により、圏域全体 での生活 に必 要な都
市機能 を確保 しよ う とす る ものである。基礎 自治体 にとって、 この新 たな構想 が、地方分
権 の推進、自立 した基 礎 自治体、持続可能な基礎 自治体等 の構築 に良薬 となる ものなのか、
内容 の伴 わない形 だ けの市町村合併 を推 し進める毒薬 となる ものなのか につい ては、現時
点 ではい まだ判 断で きる状況 にはないが、今後 とも、 この構想 の動 向 を注視す る必要があ
ろ う。
鬱)三 位 一休 の改革 の経緯 と狙 い
1)三 位 一体 の改革 の背景 と経緯

1992(平 成 4)年 に土地 バ ブル経済が崩壊 し、金融機関が抱 える巨額 の不良債権 の存在

5(平 成 16・ 17)年 こ
へ
ろになって 中国 の輸 出増大 を追 い風 にようや く景気が底 を打 って上 向 い た とい えるよう

があか らさまになる と、以後、 日本の経済は長期 不況 に喘 ぎ、2004・

になった とい う。長期不況 の間、巨額 の不良債権 の処理 のために政府 は毎年莫大 な公的資
金 を投入 しつつ 、加 えて景気対策 としての公共事業投資 を全 国規模 にな りふ り構 わず行 な
うことが経済政策 の 中心 を占めた。その結果、国、地方 を問 わず、年 々莫大 な財政出動 が
なされた。その財 源 は、国・地方 とも不景気 に伴 う大幅な税収不足 に悩 まされていたので、
巨額 の国債や地方債 の発行 に依存 せ ざるを得 なかった。
国債や地方債 は もちろん借金 で あ るか ら、 いずれ期 限が くれば順次税金 を使 って返済 し
なければならない。 しか し、不景気 のための税収減が続 く以上、 国債 の償遠 のために国債
を発行す るとい う借金地獄 に陥 ることになる。2002・

3(平 成 14・ 15)年 頃には、 まさに、

国、地方 ともこの状況 に追 い込 まれつつ あ ったと言え よう。
ところで、わが国にお い ては、1990年 代 に入 って、少子高齢化が顕著 にな り、国・地方
の危機的な財政状況 を克服 して 国力 を回復 し維 持 して い くためには、「官 か ら民 へ」、「 国
か ら地方へJの スローガ ンの もとで地方分権改革 を推進 し、 これ までの「 中央集権型」 シ
ス テ ムか ら国 と地方 の 明確 な役 割分担 に基づい た 自主 ・ 自立 の地域社会か らなる「地方分
権型」 システムの構築 を目指す とい う地方分権改革 の大 きな流れが 形成 されて来てい た。
他方、 これ まで、わが 国 の歳出総額 は国が 4割 で地方が 6割 を支出 して い るだ けでな く、
その地方の歳出は、国の予算や法令 による義務 づ けと連動 してい ることが非常 に多 かった。
そ こで、 まず、補助金 を整理 して国の予算 を圧縮 し、義務 づ けの廃止・緩和 をす ることで、
地方の歳入 を縮 減 させ、あわせて歳出を圧縮 し、 よって 自主性 を獲得す ることが可能 とな
ると考 えられた。
このため地方分権改 革 を強化 して、 自主 ・ 自立 のス リム化 した地 方 とす るとともに、国
の巨額な財政赤字 を解消する筋道 をつ け るために、国 の補助金 の削減、地方交付税の整理、
地方へ の税源移譲 の「三位 を一体 として改革 しよう」 とい うことが提唱 された。

2002(平 成 14)年 6月 の「骨太 の方針2002Jの なかで、 国庫補助負担金、地方交付税、
税源移譲 を含 む税源配分 の あ り方 を検討 し、2006(平 成 18)年 度 までに、その見直 しを三
位 一体 で検討す るとい うことが打 ち出され、「三位 一体 の改革」が小泉内 閣 の「聖域 なき
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構 造 改 革」 の 目玉 として推 進 され る こ ととな った。

2003(平 成 15)年 6月 の「骨太 の方針 2003」 、2004(平 成 16)年 6月 の 「骨太 の方針
2004」 、同年 11月 の政府・与党合 意 「三位 一 体 の改革 について」 を経 て、2005(平 成 17)
年 11月 の政府・与党合意 「三位 一体 の改革 について」 が取 りま とめ られ、地方税財政制度
に関す る改 革 として実行 に移 される こととな った。
2)三 位 一体 の改革 の狙 い
この改革が意図 してい たものは、直接的 には国 と地方 自治体 との財政構造 の改革 であ り、
国 。地方 自治体間の財政移転制度 の整理 で あ る。す なわち、地方歳出 と地 方税収 入 の乖離
の縮 小、事務事業 の在 り方 の見直 しによる国 と地方 の役割分担 に応 じた税財源配分 の見直
。
し、国による財源保障の在 り方 の見直 し、地方 における歳入 歳出両面 の国 による関与 の
縮減、住民 による行政サ ービスの「受益 と負担 の関係」 の選択 が可能 となる地方財政制度
の構築 を抜本的 に確 立す ることを目的 としてい た。具体的 には、国庫補助金 を減 らし、地
方 自治体 が 自由 に使 える地方税 と地 方交付税 に財源構成 をシフ トする ことで、国 と地 方 自
。
治体 の財政規律 の確立 と、地方 自治体 の 自己決定 自己責任体制 の強化 を狙 っていた。
だが、今 日の地方 自治体 における非効率性、政策選択 の硬直性、そ して国へ の依存体質
を もた らした主たる原因 は、「 中央集権型」 の行政 システ ム により、国が地方 自治体 を コ
ン トロールす る手段 になって しまった国庫補助負担金 システムであ り、 また、補助金化 さ
れて しまって、地方 自治体間の財源調整 とい う本来 の存在意義 を見失 って しまった地方交
楡 される地方 自治体 における自主財源、税財源 の不足
付税 システムであ り、 3割 自治 と打卜
である。「三位 一体 の改革」 は、 これ らを抜本的に改革す ることを目的 としたはずである。
しか しなが ら、 これ ら本質的な問題 を改革す ることな く、実際 には、 i)国 の関与 を残 し
た ままの国庫補助金負担率 の引 き下げ、 )「 頑張 る地 方応援 プログラム」 で、国が決定
した指標 に基づ き「頑張 った地方 自治体 Jに 地方交付税 を上乗せするとい う地方交付税 の
補助 金化の促進、 )実 質的 に税源移譲 の効果 がないばか りか、本来、社会全体 として公
平 に所得移転 を行 なうシステムを構築すべ きにもかか わ らず、ただ単 に地方 自治体間の不
毛 な競争 を煽るだけの「ふるさと納税」等、耳あ た りの 良い キヤツチフ レーズ により、国
民 の 目を惑 わす ような施策を展 開す るに留 まってお り、 これでは、問題 の本質 か ら国民の
目を背けさせ 、本当の改革 を遅 らす ことになって しまう。 これ らの抜本的な改革 を同時に
行 なうことなしに本質的な改革 を行 なうことはで きない。 さらにい えば、 この改革が、本
来 目指すべ きものは、地方 自治体 の改革 ばか りでな く、国その ものの改革 なのである。そ
のための制度設計 と実行 が、今求 め られていると言 って よかろ う。
3)三 位 一体 の改革 の実態

2006(平 成18)年 度 までの「三位 一体 の改革」 におい ては、 3兆 円規模 の税源移譲 は確
か に実施 された ものの、 4兆 円を超 える国庫補助負担 金の削減 に加 え、地方交付税等 にお
いて も約 5兆 円の削減 がなされ、明 らかに地方 自治体 の歳入 は差 し引 き大幅な減額 となっ
た

(表

1参 照)。 この ことは、地方 の基礎 自治体 にとつて、そ こが抱 える広大 な中山間地

域 は、 ほ とんどが過疎地域 として少子高齢化 の進展 による行政需要 の増加 に対 して課税客
体 としてはほとんど機能 しない地域であ るだけに、負担増 を一層大 きなもの とし、都市 と
地方 の格差 を一層拡大 させる結果 を招 いた。
加 えて、「国庫補助負担 金改革」 では、義務 的経費 の 国庫負担金の負担率 を引 き下 げ る
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ものが 多 く、国 の関与 は依然 として残 り、引 き下 げ分 を地 方交付税 で算入 した と言 つて
も、義務 として地方 自治体が負担 しなければな らないため、自己決定権 の拡充 につ なが ら
ず、地方 自治体 の 自由度 を拡大す るとい う地方分権 の本来 の趣 旨 とは乖離 した結果 になっ
た (表 2参 照 )。 これでは、国 の財政再建 を優先 した、 国 か ら地方 へ の負担 の押 し付 け と
言 われて も仕方がない状況 であ る。
「三位 一体 の改革」 は、財務省が推 し進める国 の財政再建 の論理 を優先 させ たため、財
政改革 としては一定程度機能 したが、分権改 革 としては十分機能 したとは言 えない。税財
源 の抜本的改革 が先送 りにされた地方 自治体 にとって も、団体 自治 の改革に注力 したため、
住民 自治 に資す る改革 に繋 が らなかった ことか ら、住民 にとって も不満の残 る結果 となっ
て しまった と言 わざるを得 ない。
表1
地方交付税 +
臨時財 政対策債

三位 一体 の改革 の地方財政への影響

2003至F】 霊

2006年 度

差引

削減率

23ジ ヒ
9,389億 円

18)L8,145億 円

△ 5兆 1,244億 円

△ 21.4%

表2

国庫補助負担金改革の影響

国庫補助負担金 の廃止 ・削減

△ 4,9兆 円

1税 源移 譲 の対 象 となる もの

△3.1)L円

1交 付 金化

△ 0.8兆 円

￨ス リム化

△ 1.0兆 円

負担金が引 き下げ られた もの (例 )

1義 務教育費国庫負担金
1児 童扶養手当給付費負担金
1児 童手当国庫負担金

負担率

1/2→ 1/3
3/4→ 1/3
2/3→ 1/3

2.平 成 の大合 併後 の地 方財 政
(1)合 併後 の地域間格差 の拡大

2005(平 成 17)年 3月 31日 に失効 した旧合併特例法 に基づ く市町村合併 を実施 した地方
自治体 にお いては、地方交付税 の合併算定替、合併補助金、合併特例債 などの手厚 い財政
措置が図 られた。その結果、2004(平 成 16)年 度予算 に係 る地財 シ ョック以後 の厳 しい財
政状況 を一旦回避で きた ところが多 かったのではなかろ うか。それに対 して、市町村合併
を選択 しなか った地方 自治体 は、地方交付税 の縮減が継続 され、それに加 えて、一部地域
を除 き、経済状況の低迷 による税収の落ち込み等 によ り、厳 しい財政運営 を余儀 な くされ
た ところが多 かったのではないか と推測 される。
もっ とも合併 自治体 にお い ては、「市町村合併 が 最大 の行財政改革」 とい う言葉 に端的
に表 されるように、合併後 の経過措置 で ある手厚 い財政措置 のあ る間に、職員 の削減、組
織 のス リム化、重複施設 の統廃合な どをは じめ とす る行財政改革 を計画 し、早急 に実行 に
移す とい う大 きな課題 が課せ られてい た。 しか し、合併直後 は、合併 の経緯、協議経過 な
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どによ り、直ち に厳 しい計画 の実行 に取 り掛 かれない とい うのが多 くの合併 自治体 の実情
ではなかったのではなかろうか。
また、財政的には、偏在性 の高 い所得税 と住民税 による税源移譲、交付税総額 の縮減 の
継続、地域経済 の低迷 に苦 しめ られた地方 と、課税客体が多 くなおかつ一定程度 の経済成
長が続 いた都市部 との 間で、地域間格差 はさらに拡大 した。
このような状況 のなか 、地方 の疲弊 が大 きく取 り上げ られた。国 は、 これ に対応するた
め、2008(平 成20)年 度 にお いて、地方税偏在是 正 による財源 を活用 し、地方 と都市 の
「共生Jの 考 えの もと、地方が 自主的・主体的に行 なう活性化施策 に必要 な経費 を普通交
付税算定 の基準財政需要額 にお いて、包括的 に算定 し、市町村、特 に財政の厳 しい地域 に
重点的に配分す るための「地域再生対策費」 を、地方交付税 の特別枠 として創設 した。 こ
れにより、地方財政計画 の規模 は 7年 ぶ りに増 とな り、地方 一般歳出 も 9年 ぶ りに増 とな
す策費」 を除 く
り、地方交付税総額 も 5年 ぶ りに増 となった。 しか しなが ら、「地方再生 文
と地方財政計画 の規模 も地方一般歳出 も減額 となってお り、長期的 には継続 されている圧
縮基調 に変化 はな く、2008(平 成20)年 度 に一息つい ただ けで、厳 しい状況 に変 わ りはな
い。 さらに、アメリカのサ ブプライムローン問題 に端 を発 し、 リーマ ンブラザ ーズの破綻
などのアメリカ発2008(平 成20)年 9月 の金融危機 が、世界恐慌 を引 き起 こしかねず、景
気 の低迷 に苦 しんで いた地方 に更 なる苦 しみを与 えようとしてい る。
(2)地 方財政 に対する住民監視 の強化

2006(平 成 18)年 3月 の夕張市 の財政破綻 を契機 として、「地方財政再建促進特別措置
法」 (「 再建法J1955〔 昭和 30〕 年制定 )が 50年 ぶ りに見直 され、破綻状態に陥 る前 に地方
自治体 の財政 の健全化 を義務付 けることを目的 として2007(平 成 19)年 6月 に「地方公共
団体 の財政 の健全化 に関す る法律」 (財 政健全化法)力 滞J定 された。
普通会計 を対 象 にして単年度 フロー にのみ着 目した従前 の財政指標 では「夕張市 の財政
破綻」 に対応 で きなか ったことか ら、 この財政健全化法は、特別会計、公営事業会計、一
部事務組合、地方公社、第 三セクター等 にまで対象 を拡大 し、単年度 フ ローだ けでな くス
トック面 にも配慮 した財政指標 を導入 し、財政 の悪化 を早 い段階で把握 し、財政 の改善 に
取 り組 ませるとい う特徴 がある。
この財政指標 (健 全化判断比率 )は 、 自治体全体 に関わる①実質赤字 比率 (普 通会計 の
赤字 の程度 を指標化 し財 政運営 の深刻度 を示す比率 )、 ②連結実質赤字比率 (全 ての会計
の赤字や黒字 を合算 し、 自治体全体 としての赤字の程度 を指標化 し、 自治体全体 としての
運営 の深刻度 を示す比率 )、 ③実質公債費比率 (借 入金 の返 済額や これに準 じる額の大 き
さを指標化 し、資金繰 りの危険度 を示す比率 )、 ④将来負担 比率 (一 般会計 の借入金や将
来支払 う可能性 がある負担等 について、現時点 での残高 の程度 を指標化 し、将来、財政 を
圧迫する可能性が高 いか どうか を示す比率)の 4種 類 と公営企業 に関す る⑤資金不足比率
(公 営企業 の資金不足 を、公営企業 の料金収入 の規模 と比較 して指標化 し、経営状況 の深
刻度 を示す比率)で あ る

(表

3参 照)。
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表 3 健全化判断比率 (市 町村基準 )
は 1)
浜 田市
早期健全化基準
財政再生 基準

11.25%‑15.0% (注

実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率

16.250/O^ヤ 20.0% (注

実 質公 債 費 比 率

25.1%

将来負 担 比率

171,0%

2)

20.0%

2)

30,0%

25.0%
350.0% (注

35,0%
3)

資 金 不 足 比 率
(注

1)平 成19年 度決算
2)財 政規模 により異なる

(注

3)政 令市 は400,0%

(注

経営健全化 基準

20.0%

浜田市の場合 実質赤字比率 :12.54% 連結実質赤字比率 :17.54%

そ の結 果 、公 営事 業 会 計 に必 要 な繰 出金 を支 出せず 、普通 会計 を黒 字 にす る よ うな操作
や、公 営企 業 や 一 部事 務 組合等 が発 行 す る地 方債 及 び そ の残 高 の普 通 会計 へ の影響 、地方
公社 、第 三 セ ク ター を含 め た地 方 自治体 の後年度 の負担 (債 務負 担等 )等 が 明 らか にな り、
住民 が財 政 を監 視 す る こ とが 従前 よ りも容易 になった。
この新 た な指標 の導 入 に よ り、地 方 自治体 にお い て は、早期健 全 化計 画 を策定 し、 自主
的 な改 善努 力 に よる財 政健 全化 を行 な う必 要 が あ る早期健全化基準 (責 信 号 )を 見 なが ら、
市 町村合併 時 に計 画 して い た合併 の アメの部分 で あ る合併 補助 金 や合併 特例 債 を使 った社
会基盤整備 等 を抑 制 しなけれ ば な らない ところ もで て きてお り、合併 時 に住 民 へ 説 明 した
計 画 が 実行 で きず 、見 直 した計 画 を住 民 へ 説 明 し、理 解 を得 るの に多 大 な時 間 と労力 を要
す る ところ も生 じて い る とい う。

財政 は破綻 させてはな らず、統 一 的な基準 に従 い、健全化 に努 め、将来世代 へ の負担 の
先送 りは避 けなければな らない ことは明白である。財政健全化法は、市町村合併 の「アメ
の部分」や 「サ ー ビス は高 く、負担 は低 く」 とい うような根拠 の希薄 なキャッチフレーズ
か ら住民の 目を覚 まし、厳 しい現状 の認識 と確認 により、地 方 自治体 の運営 について主体
的な関心 と参画が進 む契機 となるもの と思 う。
国政 にお い ては、小泉内閣の「規制緩和J、 「市場原理 による 自由競争 の促進J、 「 自己責
任 による福祉 Jな どの「構造改革路線」、「三位 一体 の改革」 の強行 によ り、地方 自治体 の
疲弊 などが もた らされた等 の諸改革 の負 の部分 へ の対応 として、次 の安倍内閣、福 田内閣
は地方重視 を表明 し、 さらに麻 生 内閣 は、地方交付税 の 1兆 円増額、緊急経 済対策な ど財
政出動 を伴 う地方経済 へ の配慮 の姿勢 を示すな ど、政策は大 きく変わるよ うに感 じられる。
また、アメ リカにお い て も、「新 自由主義政策」、「小 さい政府 Jの ブ ッシュ共和党政権か
ら、
「大 きな政府」、「積極財政」 のオバマ民主党政権へ 「Change」 しようとしてお り、世
界 の流れ も変化 を見せ つつ あ る。 この変化 は、 日本 にも何 らかの影響 を及 ぼす で あろう。
「格差 の拡大」、「弱 肉強食」、「勝 ち組 と負 け組 の二極分解」、「他者 へ の思 い や りの少な
い社会」 をもた らした「構造改革路線」の新 自由主義的政策 は、わが国 のかた ちとして、
本当 に適切 なものなのか、厳 しい財政状況 を解決す るためには仕方 が ないのか、オルタナ
テイブ (代 替案 )は ないのか、立 ち止 まって考 える時期 にきている。
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3.市 町村 財政 の現 状 と課 題
(1)合 併市 の財政 の現状 と課題一浜 田市 を例 にして一

1)浜 田那賀方式 自治区制度 と新 しい住民 自治 のシステム
島根 県浜 田市 は、県西部 の石見地域 の 中央部 に位置 し、2005(平 成 17)年 10月 1日 に、
当時 の浜 田市、金城町、旭町、弥栄村、三隅町の 5団 体 が合併 し、人口62,838人 、高齢化
率28.510/Oで 出発 した。2008(平 成20)年 10月 1日 現在 では人口60,503人 、高齢化率30。 12
あ る。浜 田市 の合併 の大 きな特徴 は、その まちづ くりの基本 となる地域 自治、住民 自
治 の新 たな仕組 み として、「浜田那賀方式 自治区制度」 を導入 した ことで あ る。
0/0で

合併 以前 には、市町村合併 により市域の大部分が中山間地域 となる新市 にお いて、市 の
政策 は 、市部中心 になるのではない か、周辺部 の住民 の意見が行政施策 に反映 されな くな
るので はないか、地域 の特性や伝統、地域 の コ ミュニ テイがな くな り、崩壊 して しまうの
ではな い か、 とい う ような不安や心配が存在 した。「浜 田那賀方式 自治区制度」 は、 これ
らの不安感 を解消す るシステム として、 また、地域 の問題 はその地域で解決 して安心 を提
供す る とともに、地域住民 の声 を反映 した「地域 の個性 を活か したきめ細かなまちづ くりJ
を推進 して地域の不安 を払拭 しなが ら、「一外 的なまちづ くりJに よ り連帯感 を深 めて い
く新 しい まちづ くりの手法 として考 え出された。
「浜 田那賀方式 自治区制度Jに は、 自治区、 自治区長 の設定、 自治区独 自の予算枠、 自
治区 の独 自財源 ともいえる地域振 興基 金などを設 け、「地域 の個性 を活 か したまちづ くり」
に最大 限配慮 したもの となっている。
2)合 併後 の財政状況
新市 誕生後、最初 の通年予算 となる2006(平 成 18)年 度当初予算編成 におい て、約 17億
円の財源不足 が生 じ、新市建設計画 を実際 の事業 の積み上げか らなる中期財政計画 にロー
リングをかけざるを得 ない状況 に陥 った。 このため、概算要求基準

(シ

ー リング)の 設定、

公共事業費 の抑制等 による歳出削減や行財政改革実施計画 (集 中改革 プラ ン)に 沿 った行
財政改革 を実行 した。
また、2007(平 成19)年 度 は、合併 によ りみな し過疎 となったことか ら、市の面積 の 4
分 の 3を 占める合併前 の過疎地域が条件不利地域 とみなされた結果、基準財政需要額 の加
算 のない「頑張 る地方応援 プ ログラムJが 適用 された。 しか もそ もそ も交付税 を補助 金化
した よ うな、制度的 に不合理な「頑張 る地 方応援 プログラム」 を設けた影響 によ り普通交
付税 の総額 は大幅 に減額 されたが、その影響 をも直接 に受 け ることとな り厳 しい財政運営
が強 い られた。加 えて、「地方公共団体 の財政 の健 全化 に関す る法律」 (財 政健全化法)の
成立 による財政指標 の改善が求 め られたため、更 なる地方債 の繰上償還、公共事業 の抑制
が必要 になった。

2008(平 成20)年 度 は、前述 の「地域再生対策費Jの 創設 により、地方交付税 は増額
(約 3億 4千 万円)と な っているものの、長期 的 には圧縮基調 に変化 はな く、 さらにアメ
リカのサブプライムローン問題 に端 を発 した世界経済 の混迷 により、状況 は一層厳 しくな
ることが予想 される。 また、中国四川大地震 の影響 による全国的な学校耐震化 工事 の前倒
し、 国 の行草 の しわ寄せである雇用促進住宅 の取得、景気低 迷 に対応するための経済対策
な ど、 中期財政計画 に予 定 してい ない事業 の追加、前倒 しなどが生 じて きてお り、今後 は
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歳出 の増加が避けられない状況である。なお、中期財政計画 において、平成20年 度か ら平
成27年 度 までの普通建設事業費 の合計 は約26億 円増 えてい る。
浜 田市 の2007(平 成 19)年 度決算 における財政健全化法 の財政指標 は、前述 の実質赤字
比率、連結実質赤字比率が、赤字 を生 じてい ないため算定 されず、標準的な財政の規模 に
対す る実質的な公債費 の割合 を示す実質公債費比率が、2008(平 成20)年 度決算 か ら適用
される健全化状態が黄信号である ことを表す早期健全化基準25.0%を 超 える25,1%と な り、
標準 的 な財政規模 に対する将来負担すべ き実質的 な負債 の割合 を示す将来負担比率 が、早
期健全化基準350,0%を 下回る171.0%と なった。 したが って、実質公債費比率が、早期健
全化基準 をクリアで きてい ない状況 で あ る。実質公債費比率 の25。 1%と い う数値 は、島根
県内 で ワース ト1位 (8市 中)、 全国ではワース ト6位 タイ (783市 中)に 相当す る深刻 な
数値 で ある。将来負担比率 の171.0%と い う数値 は、早期健全化基準 はクリア してい る も
のの 、島根県内では 1位 (8市 中)、 全国ではワース ト161位 タイ (783市 中)に 相当す る。
島根 県 内 では トップ とはいえ、全 国的に見 れば、それほ ど素晴 らしい数値 とはいえない
(人

口 5万 人以上か ら10万 人未満 の市 区町村 の平均 :110.5%)。

学校耐震化 などの新 たな需要 を反映 し、財政健全化法の財政指標 が、早期健全化基準 を
超 えない よ うに調整 したものが、2008(平 成20)年 度 に策定 した中期財政計画 で ある。今
年度 の 中期財政計画 では、2007(平 成 19)年 度決算 で25,10/0で あ った実質公債費比率が、

2012(平 成24)年 度 に目標である地 方債 の発行 に国 の許可 を必 要 としない18.0%を 下回る
17.7%と な り、昨年度 の 中期財政計画 よ り3年 前倒 しで改善が見込 まれる状況 となった。
この改善 は、算式 の分母 である普通交付税が地域再生対策費 の影響 で増額 となった外的要
因 に よる ものであ り、普通交付税が縮減 される とす ぐに実質公債費比率が悪化す るため、
安心 で きる状況 にあるわけではない。決 して、更 なる財政出動が可能 とい うことを示 して
い る ものではな く、引 き続 き投資的経費縮減 の努力 を続けなければならない。
3)経 常経費 の削減
毎年持続 して固定的 に支出される経常経費 につい ては、2007(平 成19)年 度 に策定 した
中期財 政計画 において、人件費 を除 いて2014(平 成26)年 度 までに毎年度 1億 5,200万 円
の削減 を計画 していた。補助金 につい ては、2007(平 成 19)年 度 か ら外部委員 による外部
評価 を導入 し、見直 しを始 めてお り、その評価結果 は、翌年度 の予算へ 反映 させてい る。
これ までの削減額の大部分は予算編成時のシー リングの設定 によるところが大 きかつた
が、 シ ー リングによる削減 は、徐 々に限界 に近 づい てい るのが実情 であ り、事務 の抜本的
見直 し、施設 の統廃合 による維持管理費 の削減等 に手 をつ けなければならない段階にあ る。
また、毎年度 の 1億 5,200万 円の削減 は、合併 時 に物件 費 と補助費等 を類似 団体並 み に削
減す る とい うことによ り算 出された数値 で あ り、 8年 間 の合計 で54億 7,200万 円 の削減 を
意味 してい る。 この類似団体並 みに経費が削減 で きる とい うのが 、市町村合併が最大 の行
政改革 とい われる所以 であ り、市町村合併 を選択 した とい うことは、 この大幅な経費削減
を約束 した ことを意味する。つ まり、行政、市民 ともこの重い責任 を負 っているとい うこ
とで あ る。

2007(平 成 19)年 度 に策定 した中期財政計画 におい ては、 この削減 の金額 は示 してい る
が、具体的 に何 を廃止 し、何 を縮減 し、何 を見 直す かなどは決 まってい ない。 この具体策
を中期財政計画 に落 とし込 む作業 を早急 に行 なわなければな らない ため、2008(平 成20)
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年度 に、2015(平 成27)年 度 までの個別具体的 な「公共施設 の休廃 止又 は整理統合」、「事
務事業 の見直 し」、「歳入 の確保」 な どによる55億 円削減計画 を策定 し、中期財政計画に反
映 させた。 また、2009(平 成21)年 度予算 にも反映 させる予定 である。
また、人件費 については、地域給 の導入 (現 給保障 の基本的廃止 )、 退職職員数 の 3分
防職 を除 く)等 を既 に実施 している。 この中の退職職員数 の 3分 の 1採 用 に
つい ては、現在単純 に計算上 の数値 が計上 されているが、事務事業 の見直 し、施設 の統廃
合、民間委託等 の計画 と十分 にす り合 わせ、年度 ごとのよ り実態 に即 した計画 に置 き換 え
の 1採 用

(消

る時期 にきている。
地方公社、第ニ セ クター等 につい ては、2007(平 成 19)年 11月 に「地方公社等 に関す る
指針」、そ れに基づ く実施計画 の性格 を有す る「地方公社等 に対す る市 の関与 の見直 し指
針Jを 策定 し、地方公社等 が経営す る施設 の あ り方 を含 め、地方公社等 の経営 の健全化 を
図 ることとした。2008(平 成20)年 度 にお いて、「地方公社等個別方針」 を決定 し、見直
しを実行 に移 さなけれ ばならない。
これ ら経常経費削減 は、支所機能 と連動す る部分 もあ り、 また 自治区制度 に大 きな影響
を及ぼす もの と考 えられるが、 自治区制度 の検証 とともに実行 しなければならないことに
なろう。
4)今 後 の対応
現在 の浜田市 の財政状況 は、実質公債費比率 が25,1%(2007(平 成 19)年 度決算 )と い
う指標 を挙げるまで もな く、非常 に厳 しい。
この原因 としては、短期的には、地域経済 の疲弊、低調 な税収、国の一方的な交付税 の
削減、「三位 一体 の改革Jで 交付税 の補助 金化 を見直す とい ってお きなが ら、普通交付税
の補助金化 を促進す るイ ンセ ンテ イブ (incentive)算 定 の導入等、様 々なことが考 え ら
れるが、中長期的には、市町村合併後 の 目標 を類似団体 としなが らも、そ の 目標数値達成
のための具体策 の決定 の遅れ、実行 の遅れ等 も少なか らず影響 している。
したが って、2008(平 成20)年 度 に策定 した自治区制度 に反す る事項 も含む前述 の55億
円削減計画 の個別項 目を着実 に実行す る とともに、普通交付税 の合併算定替 の終了 に耐 え
られる更 なる行財政改革 を実行 し、財政基盤 の確 立、構造的収支不足 の解消 に努 めなけれ
ばならない。 この実行 が、浜田市 の持続可能性 を担保す るもの と考 える。
また、2008(平 成20)年 度決算 における財政健全化法へ の対応 は、数年来実行 している
地方債 の繰上償還 、投 資的経費 の縮減等 で、早期健全化基準 は、 クリアで きる もの と考 え
てい る。中期財 政計画 では、2012(平 成 24)年 度 には、実質公債費比率 も17.7%と 18.0%
を下回 り、地方債 の発行 に国の許可 を必要 とする地方債許可団体 を脱す ることがで きるよ
うになっている。今後、財 政出動 を求 める様 々な事項 が発生 した として も、 この 目標達成
が、遅延することのない よう財政運営 を行 なわなければならない だろ う。
思 い返せば、小泉改革路線 にお いて 、我 が国では「小 さい政府」が喧伝 され て きた。小
泉政権時代 に行 なわれ た「三位 一体 の改革」 は、歳入 の安定的 な確保 の議論 を先送 りに し、
歳出の削減 (政 府 の守備範囲 の量的大 きさを小 さ くす る こと)に 注力 した とい う点 を重要
視す れば、財政赤字 (累 積債務)の 削減 を目指 した改革 とい うよ りも「小 さい政府」 を追
求 した改革 とい うことがで きる。
この「小 さい政府」 の追 求 は、国や都道府県 においてはもちろん、その圧力 は基礎 自治
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体 にお い て も大変強 い もので あ る。 世界 恐慌 に繋 が るか も しれ な い 金融危 機 へ の対 応 、麻
生 首相 に よる小 泉構 造 改 革路 線 の見 直 しな ど、「小 さい 政府」 の 是 非 の議 論 は、今 後 な さ
れ る もの と考 えるが 、我 が 国 にお い て 、分 権 型社 会 を目指す にあ た って は 、 島根 県 の進 め

ようとしている権限移譲を例 に挙げるまで も無 く、住民に最 も身近な基礎 自治体の役割 は、
増大することはあって も縮小することは無 い とい うのが、一般的な認識ではないだろ うか。
そのような状況において、基礎 自治体 においても「小 さい政府Jを 目指す ことが望ましい
姿 なのかは、丁寧で精緻な議論が必要 である。 このような視点か らも、「浜田那賀方式 自
治区制度」について、考えてい く必要がある。
厳 しい財政状況にあるとはい え、それを克服 し、分権型社会、住民 自治を促進 して行か
なければならない とい う意味 において、現時点の「浜田那賀方式 自治区制度」 は、十分に
機能 しているとはいえない。 しか しなが ら、「浜田那賀方式 自治区制度」は、地方分権推
進 の流れのなか、分権型社会へ の移行 を背景 とし、地域の実力者支配 とい う旧弊 を精算 し
全住民参加による住民 自治の強化 。実現 の可能性を秘めた新 しい制度である。市町村合併
とい う激動の時代 において、その厳 しい時代 だからこそ、
「補完性 の原理J、 「協働の原理」
を基本 とし、次代 を担 う新 しい 自治 の手法 としてのこの 自治区制度 を実効あるものとし、
発展 させてい くことが、広大な中山間地域 を含 む少子高齢化が進んだ地域の持続可能性を
高めることになるのではないだろうか。 このことを可能とするのは、そ こで実際に生活を
営 む住民 と自治体職員に他ならない。
このためには、住民 と現状認識 を共有化 し、現状の行政 と住民が、それぞれに甘え合う
ような「共依存関係Jで はな く、「協働 の関係」 を構築す ることが必要である。浜田市の
状況を考えると、 この「協働 の関係Jを 構築す るために残 された時間は、それほど多 くな
ヤヽ
。
少子高齢化、人口減少 ・過疎化が進み、広大 な中山間地域 を抱 え、今後 一定水準 まで縮
小が続 くと予測 される浜田市 の ような基礎 自治体で は、出来 る限 り住民サ ー ビスの維持 に
努 めなが ら、住民へ の影響 を最小限に抑 え、縮小 してい く長 く厳 しい敏退戦 の継続 を覚悟
しなければな らない。 この よ うな状況 の なかで、 一筋 の光明がある とす るな らば、
「住民
との協働 Jで あ り、「行政 と住民 の真 のパ ー トナ ー シップの構築Jで ある。行政は住民 と
ともに、行政 の効率化 と両立可能で、住民 自治 を促進す るための よ り良い開かれた 自治区
制度、持続可能な コ ミュニ テ ィの構築 に向け、早急 に行動 を起 こす必要がある。
(2汐 F合 併町村 の財政 の現状 と課題一 川本町 を例 に して一

1)単 独町制選択後 の取 り組み

島根県邑智郡川本町 は、石見地方東部 に位 置 し、2008(平 成20)年 10月 1日 現在 で人口
4,004人 、高齢化率40。 1%の 中山間地 の小規模 自治体 で ある。 日本列 島 に吹 き荒れた「平

成 の大合併」 では、過疎化 と高齢化 の著 しい石見地方 においては、当初、邑智郡 7町 村 を
一 町 とす る合併案があ ったが 、その案 の崩壊後、川本町は邑智町 ,大 和村 との 2町 1村 の
合併 に向けて設け られた邑東合併推進協議会 (法 定協議会)か らも脱会 し、最終的にどこ
とも合併 しない単独町制 を選択 した。

2004(平 成 16)年 春、単独 の道 を選 んだ新生川本町が ス ター トした。 一 般会計 当初予
算規模 は39億 4千 万 円で、 9年 ぶ りに40億 円台 を切 る予算 となった。歳入 の 内訳 は、地
方交付税 18億 2千 万 円、町債 5億 8千 万 円な ど依存財源 の構成比 が 74.5%(対 前年比
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2.4%増 )、 町税 3億 7千 万 円 な ど 自主財 源 25.5%(同 △ 17.1%)で あ る。歳 出 の 内訳
は、人件費 5億 8千 万 円、公債費 11億 3千 万 円な ど義務 的経費 51.0%(同 5.6%増 )、 単
独事業 1億 5千 万 円、県営事業 1億 7千 万円な ど投資的経費9.5%(同 △29.7%)、 補助費
8億 8千 万円、物件費 4億 円な どその他経費39.5%(同 △ 5.5%)と なってい る。
川本 町 の財政構造 は、2003(平 成 15)年 度決算 の財政力指数0.15や 実質収支比率 1.6%
な どにみ られる よ うに、非常 に弾力性 に乏 しい構造 となって い た。その結果、2004(平
成 16)年 度予算 編成 にお い て、多額 の財源不足 を補 うため、 枯渇状態 にあ つた基金 を
3億 8千 万円取 り崩す とともに、1億 円近 い未計上予算 を棚 上げ した。 まさに、財政破綻
とい えるJ犬 況 か らのス ター トで あ った。
弾力性 に乏 しい財政構造 となった背景 には、土地バ ブル経済崩壊後 の長引 い た不況 に対
す る国 の景気刺激政策 に乗 った大型公共施設 や道路整備事業 な ど、積極的 な投資的事業展
開の しわ寄せで、町債 の償還及 び維持管理運営費 が重 くの しかかつていた とい う財政事情
が色濃 くに じむ。
2)「 財政非常事態回避期 間」 の設定

財政破綻 と言 えるような状況 の打開のため、2004(平 成 16)年 春 に町は、2004(平 成 16)
年度 か ら2006(平 成 18)年 度 までの 3年 間を「財政非常事態回避期 間」 に設定 し、人件費
をは じめ補助金や委託料 の削減、使用料 の見直 しに切 り込 むな ど、あ らゆる手立てを講 じ
て財 源不足 の圧縮 に挑む こととなった。
「財政非常事態回避期 間」 の 日標 は「財政再建団体 へ の転落回避 Jで あ り、そのために各
「基金枯渇 に陥 らない よ う基 金の積み戻 しを最優先 と
年度 の収支不足 を圧縮す るとともに、
した予算調整 を行 う」 ことと した。具体的には、①収支不足額 を2006(平 成 18)年 度 まで
に 1億 円程度 まで に圧縮、② 基金 の枯渇 を回避するため、2006(平 成 18)年 度末基金残高
を 3億 円台 で維持す ることとした。
手始 めに、新設 された政策推進課 では、行財政改革 を進めて い くために、公募 に応募 し
た町民 をメ ンバ ー に加 えた川本町行財政改革検討 チ ーム を発足 させた。改革チ ームは町立
川本幼稚園、町文化振興財団、 町農業公社 の あ り方、既存 の公共施設 (サ ウ ン ドア ミュー
ジアム「かわ もと音戯館」、農村公園「笹遊里」、イ ンフ ォメー シ ヨンセ ンター、総合交流
ター ミナル 「湯谷温泉弥山荘」等 )の 運営方針、各種補助金や委託料等 の見直 し等 につい
て議論 を開始 し、議論 の固 まった事項 か らその都度提案書 を町 に提 出 した。町に設置 した
行財政改革推進本部 は、改革 チ ームの提案 を再度検討 し、実行 に移 していった。
先 に、2004(平 成 16)年 度予算関連 にお いて歳出削減策 として行 われた主要な ものは、
議員数 の削減 (2名 減 )及 び報酬 カッ ト (15%)、 収入役廃止、町長 (25%)助 役 ・教育
長

(20%)の 報酬 カ ッ ト、職員給与 カッ ト (5%〜 10%)、 職員数削減、旅費 の見直 し、

町債 の借 り換 えによる支出額 の平準化 などであ り、 さらに自治会 の事務委託費 の見直 しや
町道 ・農林道草刈 りの 自治会委託、無償 ボラ ンテイアの募集等であ り、中で も象徴的なも
のは、邑智郡内唯一の幼稚園で あ つた町立川本幼稚園の廃 園で あ る。
町立川本幼稚 園につい ては、少子化 の進展 に伴 い1995年 ごろか ら存続可否の問題がクロ
ーズ ア ップされ、問題 になる都度、PTA関 係者 らが存続運動 を展 開 して きてお り、幼児教
育 の受け皿 として死 守 されて きた とい う経緯がある。 しか し、2005(平 成 17)年 3月 の町
議会 では、存続 の陳情条件 を不採択 とし、2004(平 成 16)年 度末 で廃園す ることが決議 さ
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れた。当時、同幼稚 園の定員充足率 は30%で あ り、以後 も増加が見込 めず、財政状況が厳
しい 中、町 としては幼稚 園経営 を継続 してい くことが困難であるとい う理由であった。廃
園後 は、園舎 を町が行 な う子育 て支援 の場所 として 開放 した り、町教育委員会 と 3保 育所
(社 会福祉法人

)が 連携 しなが ら幼児教育 の充実 を図る方針 を打 ち出 したが、園児 の保護

者 の理解 を得 た とは言 い難 い状況で あ った。
住民サ ー ビス低下 とい う痛みを伴 った 3年 間の取 り組み の結果、「財政非常事態回避期
間」設定当初 の推計 で2007(平 成 19)年 度 には枯渇す ることが見込 まれた基金は、2006
(平 成 18)年 度決算 で 6億 円を維持 し、財政再建団体 へ の転落 は回避 された。
しか し、 自主財源 は、2007(平 成 19)年 度歳入決算額 の構成比 で21.4%と 依然乏 しく、
地方交付税や国の補助金 に町財政の多 くを依存せ ざるを得ず、今後 の財政見通 しも極めて
厳 しい状況 に変 わ りはない。2006(平 成 18)年 5月 に竹中総務大臣が打 ち出 した地方交付
税 の算定 の仕組 み を簡素化 し、人口・面積 を基本 に計算 しよ う とす る新型交付税 の導入 は、
小規模 自治体 に とつては、 ほ とんどメリッ トは見込 めそ うもない。 ジレンマ は、増幅 こそ
すれ収 まる気配 はない。
実際、2008(平 成20)年 度 の一般会計当初予算額 は、29億 7千 万円で、前年度当初予算
比で 2億 5千 万 円 の減 (△ 7.8%)と な り、 6年 連続 の超 緊縮型 の予算 となった。過去最
大 の予算規模 で あ った1999(平 成 11)年 度 (65億 5千 万 円)と 比較す ると、実 に半分以
下 の予算規模 で ある。
逼迫する財政状況、それ を受けた大幅な歳出削減 の 中で、町当局 の最大 のテーマ は「住
民理解」 であ つた。そ の一助 として、町制施行50年 の節 目を迎 えた2005(平 成 17)年 度
には、予算概要説明書 『 もっと知 ろ う・ まちの予算』 を発 行 した。前文 には「地方 自治 の
主人公である町民の皆様 に、 よ り分か りやす くご理解 を得 るために、考 え、作成 したのが
『 もっ と知 ろ う 。まちの予 算』。地方分権 の大 きな狙 い は、それぞれ の 自治体が 自ら考 え、
自ら実行 し、 よ り良い地域 づ くりを形作 ることを促 してい る。その前提 になるのが情報 の
共有化。 と りわ け、予算書 の共有化 は、町民、行政が共に問題意識 を持 ち、共に汗 をか き、
共 に問題解決 にあたるのには、 どうして も欠かせない ッール」 と記 されてい る。
住民 サイ ドか らは、自立の息吹が芽生 えて きた。2006(平 成 18)年 8月 、 まちづ くりを
支援す る目的で、町では第 1号 となるNPO法 人「夢 えっ とね っとかわ もと」 が設立 され
た。2008(平 成20)年 には農作業の手伝 い など田舎体験 を希望す る参加者 の「田舎応援活
動Jを 進めてい る。 この取 り組 みは、皮肉な ことに「夕張 シ ョックJの 副産物 で もあるが、
小 回 りの効 く刻ヽ
規模 自治体 での住民 の 自発性発揮 の可能性 を示唆 した もの とい えよ う。
3)今 後 の課題

2007(平 成 19)年 度決算 では、経常収支比率 は前年度比△ 2.1ポ イ ン トの96.5%と な り、
やや改善 した ものの、僚然 高 い数値 を示 してい る。健全化判断比率 の うち、実質公債費比
率 は起 債繰 上償還の効果 によ り24.7%と 0.2ポ イ ン ト降下 した。将 来負担比率 は98.1%、 実
質赤字比率 と連結実質赤字比率 は黒字 となっている。

2007(平 成 19)年 度決算 を反映 した2015(平 成27)年 度 までの財政推計 においては、基
金 の枯渇 こそ免れる ものの、2015(平 成27)年 度末 の基金残高 は 4千 2百 万円。 自主財源
の うち地方税 は毎年対前年度比 5%の 減収 を見込み、 さらに軽 自動車税 は10年 度 か ら税率
を標準税額 に対 して 2割 引 き上げ、増収 を図つてい る。
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同推計 によれば、歳出の うち人件費 につい ては、特別職、議員、職員 の報酬 ・給与 カッ
トは2009(平 成21)年 度以降反映せず、影響額 は毎年 3千 万円程度 となる。公債費 につい
ては、「公債費負担適 正化計画Jに よ り2011(平 成23)年 度 で実質公債費比率 を目標値20
%未 満に収 めるため、減債基金 を取 り崩 し、2009(平 成21)年 度 に繰上償遠 を予定 してい
る。普通建設事業費 につい ては、2007(平 成 19)年 度決算 と同等規模 の 1億 円台 でほぼ推
移す るが 、防火水槽設置、若者向け住 宅建設、町営住宅大規模改修 など保留 してい る事業
も多 くあ る。
また、慢性的な財源不足対策 のため、職員数 は2007(平 成 19)年 か ら2015(平 成27)年
までの 8年 間で10名 減 と試算 してい る。その結果、2008(平 成20)年 度当初 一般会計 では
53名 の職員数が2016(平 成28)年 度当初 では43名 となる。

2008(平 成20)年 度 に町は健康 をテ ーマ に産業振興 を図 る「川本 夢 と元気 "創 造 プロ
ジ ェ ク ト事業Jを 重点施策 の柱 に し、学校 、病院、老人 ホームの共同調理場 「総合食育加
エセ ンター」建設構想 を検討 したが、老人ホ ーム を運営する社会福祉法人 の不参加決定 に
より、建設 の可否判断が先送 りされた。 マス コ ミでは [住 民不在 で進 め られて きた構想』
『建設構想 が先走 る一方 で建設 の可否 さえ示 さぬ 町 の説明』 F厳 しい財政事情』『農産物 の
生産、加工、販売、食材調達 の体制 づ くりはこれか らとい う実態』な どと指摘 され、事業
が もたらす経済効果、住民サ ービス 向上、地域再生へ の設計図 は、砂 上の楼 閣の域 を出て
い ない。
アメリカ発 の金融不安 の影響 で 日本経済 の悪化が予沢Iさ れてい る中で、町財政 にとって
危弱 な山間過疎地
命綱 の地方交付税 の伸 びはほ とんど期待 で きない。 まして、産業構造が月
にお いて、 自主財源 を賄 う新 たな産業創出へ の道 の りは極 めて険 しい。 ポス ト過疎法 の行
方 も懸念 される。
単独町制 を選択 した小規模 自治体財政 か ら透けて見 えるのは、地域 間格差 とい う名 の劣
等感 に惑 わされず、地域事情 や身の文 を しっか りと見据 えた「新 たな公 共空間」 の創造が
い かに重 要かである。既存 の各種制度 に縛 られ、一方的 な権限移譲 の負荷 を背負 い、身動
きがで きないでいる地方 自治体 にお いて、国が打 ち出す一元的な定住 自立圏構想 では地域
力低下 を加速 させるだろう。
島根県 の 中山間地域 に立地 し、平成の大合併で町村名 を奪 われた町村 は、 い まなお合併
の恩恵が実感 で きないで いる。 む しろ、「合併 しなければ良か つたJの 声 な き声が大半 を
占めるのが、現実 である。
地域住民 の生活維持 ・向上 を軸足 に、合併町村 の「声なき声」 を逆手 に取 り、施策 に反
映 させ、 よ り小 さな財政力 で最大限 の投資効果 を促 し、新たな公共空間 の創造 につ なげて
行 かなければならない。住民 の顔が見 え、住民サ ー ビスの取捨選択 の判断が容易 にで きる
小規模 自治体 の今後 は、財政的 にはい ば らの道であるにせ よ、少 な くとも住民 との協働 に
よる「身 の文 の 自己完結型 まちづ くり」 は推 し進めやす い はず で あ る。 ただ、 問題 は、 自
治体職員 が 「わが 町」 に暮 らし、人 々の視点 に立 ち、的確 にニーズ をつ かみ、究極的には
「住民 一 人 の幸福 Jか ら「町全体の幸福」 につ なげてゆ く発想 を持 つ ことがで きるかであ
る。
新聞報道 によると、単独町制 を採用 した北海道 ニセ コ町の職員有志 を中心 に、今後 の小
規模町村 の 自治体制 のあ り方 につい て検討 し、年度内に国へ 政策提言す る動 きもあるとい
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う。小規模 自治体復権 の元年 になることを期待 で きるであろうか。
4。

三 位 一 体 の 改革 と国 の 補助金 制度

(1)国 庫補助金制度 の現状

これ まで長 い 間、国 の補助金制度 (補 助事業 )と 言 えば、国が決めたメニュー を都道府
県 が把握 し、それを市町村 へ 降 ろす (説 明す る)と い う流れで、事業 を導入 した い市町村
は決 め られたル ール に基 づ き補助金 申請 を行 な う とい うのが通常 で あ った。 したが って、
市町村 は都道府県へ 「お願 い」 し、都道 府県 が 国へ 「お願 い」す るとい う、市町村 →都道
府県→ 国 とい う明確 な上下関係が成立 していた。
ところが 、三位 一体 の改革後、 自治体 の現場 では、 この国 ・都道府県 ・市町村 とい う上
下関係が大 きく変化 した。 まず、国の新法 ・新制度説明会 の様相 である。以前 は、全国か
ら都道府県 の職員 を中央 (東 京)に 集 めて行 われてい たこの手 の説明会 は、今や国 の職員
が直接地方へ 出向き、都道府県 と市町村 の職員が一堂 に会する中で行 われるようにな った。
内容 によっては、都道府県や市 町村 の職員 のみでな く、NPOや 民 間企業 な ども参加 が呼
びか け られ、席 を並べ て説明会 を聴 くとい うケース もしば しばである。
補助事業 の事業 主体 も、都道府県、市 町村、NPO、 任意団体 な ど幅広 く門戸が広 げ ら
れてい る。 さらに、補助 事業 の内容 に至 っては、大 まかな主旨や対 象経費 などこそ決め ら
れてい るものの、事業主体 か らの企画提案 による公 募選考方式 を採 る ものが主流 にな りつ
つ あ る。
これは、地域 の実状 を勘案 しつつ 、地域 の強味 を伸 張 できるとい うメリッ トがあ り、独
自のまちづ くりを行 っている 自治体や、や る気 のあ る 自治体 にとっては、 どんどん財源が
確保 で きるとい う点 で注 目すべ き仕組みである。 この仕組 みの下では、 自治体職員 は企 画
力、創造力、実行力 など従前の 自治体 の体質 では養 うことがで きなかった能力が 自ず と鍛
えられる ことなる。 こ うした公募型 の補助事業 の拡大 により、今後 は、 自治体間の格差が
どんどん広が ることになるで あろう。 これ もまた地方分権の推進 によるものであ り、地方
自治体職員 は 自覚的に研鑽 を積 む必 要がある。
ところで、 国の補助事業 に採択 されるための条件 として次 の点が必ず といつて よい ほど
要求 される。 i)独 自性、 ii)先 進性、

)他 地域 へ の波及 の程度、 )NPOな

ど他組

織 との連携 の有無、 である。 この よ うな条件 を充足 させる ことは、現場 フイール ドが広 い
都道府県 レベ ルでの事業展 開をかな り困難 に してい る。旧来型 の「均衡」や 「公平性」 を
重視 した施策の推進が足かせ とな り、多様 な市町村 のまちづ くりを一律化 して県 の事業や
施策 として展開せ ざるを得 ないこ とになるので、上 の条件 を充足 させ ることは困難 を極 め
るのが現状 であろ う。
おそ らく、 こ うした国の補助金制度 は、基礎 自治体 であ る市町村 で しか具現化 で きない
ことを、国 は想 定済みなのではないか と思われる。国 は今や、直接、市町村 (基 礎 自治体 )
と強回なパ イプをつ くり始 めているよ うにみえ る。今後 は、都道府県 の広域調整機能など
は、その役害Jと 真価 が問われる ことにもなろう。
(2)三 位 一体 の改革後 の国 と地方 の関係

従前 の補助金制度 に三位 一体 の改革が大 きな影響 を及 ぼ した結果、国 と地 方 の 関係が大
きく変化 し始めてい るよ うに思 える。例 えば、 島根県江津市 が受けている農林水産省 の事
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業でみてみ よう。 この事業 の事業費 は、直接、市 の会計 を経 由 しない。事業 主体は、市 の
ほか、大学 や民間企業、NPOな ど多様 な組織で構成 され る任意 の協議会 とい うことにな
っている。 したが つて、協議会 の規約 の もとに、会計 口座 を設 け、そ の 口座 に補助金 (補
助率 10/10)が 入金 される仕組み となっている。
ところが、実態 は市役所 に事務局が置かれ、市 の職員が事業 を執行 してい る。その事業
内容 は市 の ビジ ヨンや施策 に添 つたものとなってい るので、一見する と何 の問題 もない よ
うに見 える。 しか し、 ここで 問題 となるのは、事業費が市 の会計 を経 由 しないため、市 が
実施す る事業 をチ ェックす る機関である市議会 におい て、そ の内容 が審議 されない とい う
点 である。少な くとも市 の職員が事業 に従事する限 りにお いては、職貝人件費 とい う市費
が支出 されてい るので、 この点 につい ては議会 の審議対象 だ とは言 えるが、事業費が予算
計上 されない事業 は、その実施 については「報告」 とい う形式 で議会へ提出 されるだけで
あ り、事業 の内容 につい ては審議 される ことがないのが現状 である。
事業費 を市 の会計 で受 け ることがで きるならこの問題 は解決す ることになるが、「 この
事業 の事業費 を市 の会計 で受け ることがで きないか」 と尋 ねてみた際 の国 の担当者 の 回答
は、「三位 一体 の改革 によ り、 自治体向けの補助事業 の新設 が 難 しい状況 にある。 また、
任意団体 やNPO向 け の補助事業 を新設 して いるのは、地方 自治体 か らの強 い 要望 を反映
しての ものだ」 とい う答 えが返 つて きた。す なわち、三位 一体 の改革 では国の補助金 は削
減す ることにな っているので、自治体へ の公式 の補助金は増やす ことがで きない。 しか し、
中央省庁 としては従前か らの権限 を維持するために、 自治体 か らの要望 に乗 つたことにし
て任意団体 やNPOを 組 み込 んで、従前 どお り補助金制度 を存続 させ る道 を作 り出 した と
い うのが 実相 であろ う。地方 自治 のキー ワー ドとして「産 ・民 ・学 ・官連携 による 。・J
とい う手法 が標準化す る中で、地方議会 の予算審議 を経 由 しない こ うした補助 金制度が一
般的 にな りつつ あ る と言 つてよいのか も知れない。 ただ、肝要 なのは、 自治体職員 は、市
民へ のアカウ ンタビ リテ イー (説 明責任 )や 費用対効果 を常 に意識 しなが ら、 これ らの事
業 に取 り組 まなけれ ばならない とい うことに尽 きよう。
5。

基礎自治体・外郭団体及びその職員に求められるもの〕
おわりにかえて 〔

「小 さな政府論」 を始 め として、 自治体 をめ ぐる情勢 は大 き く変容 して きている。基礎
自治体 は、市民生活 を支 えるための多様 な役割 を果た してい かなければならない反面、厳
しい財政状況 を反映 して組織や機能 のス リム化 が求 め られて もい る。地方交付税 はその本
来 の姿 で あ る財政調整機能 を強化すべ きであるが、それに して も地方 自治体 の財政状況 の
好転 は当分 の間望 めないので、国や都道府県 か らの権限移譲 に加 え、地域 を支 える多様 な
主然 (コ ミュニ テ イ組織、NPO、 企業、大学 な ど)と 役割分担 を図 りなが ら、 まちづ く
りを進 めて行 かなければならない。それだけに、上で述べ た よ うな新 しい補助金制度 の下
で、 自治体職員 は コー デ イネー ター役 (調 整者役 )を 務 めることが要求 され よう。地方分
権がゆっ くりとした歩 みを進め、国・都道府県 ・市町村 の関係 が少 しず つ変 わ り行 く中で、
基礎 自治体 に求め られる力 こそ「ガバ ナ ンス」 とい う言葉 に集約 されるように思われ る。
執筆者】:平 松弘光 (本 学教員)、 草刈健司 (浜 田市職員)、 高良里江子
【
津市職員)、 小寺真由美 (〔 財〕しまね国際センター職員
)
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(川

本町職員)、 中川哉

(江

島根県立大学 『総合政策論叢』第17号 (2009年 3月

)

執筆者 の うち草刈健司 は島根県立大学大学院開発研究科 で、高良里江子 と小寺真 由美 は島根県
立大学総合政策学部で、中川哉は 自主研究会「 自治研究会 『邑』 (平 成 14年 〜16年 )Jで 、それぞ
れ吉塚徹教授 か ら指導 を受け、それ以来、 自治体 の さまざまな問題 に強 い関心 を持 ちつづ けて き
た。先生 の退職 に際 し、共同で執筆 した拙稿 を感謝 の念 を込めて先生 に捧げる こととする。
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