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はじめに

■財政は「きほん」がわかれば怖くない！
　本書は、財政に苦手意識を持っている方に向けて、重要な 70 項目を厳
選し、１項目を見開き２ページで解説しました。
　「財政は難しいし、わかりにくい」と思っている方は、たくさんいるの
ではないでしょうか。正直に告白すれば、私自身、そんな 1 人でした。役
所に勤めて 20年以上も経過していながら、何となく苦手意識がありました。
議会での本会議や予算委員会における審議を聞いていても、専門用語が多
くて実感がつかめず、何となく「よくわからない」と思っていたのです。
　しかし、そんな自分が思いがけず財政課長になり、財政をイチから勉強
することになりました。当初は、部下の職員が話している内容が理解でき
ず、「それって、どういうこと？」と質問を重ねる日々でした。職員に教わっ
たことは、まさに数知れずです。そんな自分でも、年数を経過していくな
かで、少しずつ全体像が把握できるようになっていきました。
　そして、財政は、かつて自分が敬遠していたほど難しく考える必要はな
く、あくまで「きほん」を理解すればよいということを知ったのです。
　自治体の職員として、財政の知識は必須です。しかし、あくまで全体像
や最低限の知識を理解していればよいのであり、細かい知識は必要がある
ときに調べれば十分です。多くの方に財政に対する苦手意識を払拭しても
らい、財政について知ってもらいたいと思ってまとめたのが本書です。

■本書の特長
　本書は、次の点を特長としています。
　まず、わかりやすさを追求した点です。財政を家計に置き換えて考えた
り、身近な例を取り上げたりするなど、内容も表現もできるだけわかりや
すく伝えることを心がけました。財政は家計と共通することが多くありま
す。そこで、多くの方が持っている金銭感覚と同じように財政を説明しよ
うと試みています。
　次に、基本事項のみを厳選した点です。自治体職員の皆さんであれば、
おわかりいただけると思いますが、実は自治体の財政課長は、財政課の職
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員ほど、財政の細かい知識は持っていません。財政課長や、財政課以外の
部署の職員に必要なのは、あくまで「きほん」です。そして、財政の全体
像を理解するには、財政の基本構造や、議会や総合計画との関係なども重
要です。そこで本書では、「きほん」を理解するために必要な事項を厳選
して取り上げています。
　なお、本書を読み、財政をさらに詳しく学びたい方は、巻末に掲載した
ブックガイド・参考文献に掲載した書籍を読んでみてください。先に述べ
たように、本書では自治体財政の全体像が理解できるように、簡潔明瞭に
まとめることを心がけました。しかし、「もっと知りたい」「もう少し深く
勉強したい」と思う方もきっといると思います。そんな方のために、ブッ
クガイド・参考文献を掲載しています。

■興味のあるところからでＯＫ！
　本書を読む際には、興味のあるところから読み始めてください。どこか
らでも読み進めることができることも、本書の特徴の１つです。
　「勉強」と思って、最初のページから我慢して読むと、いずれ飽きてし
まいます。それよりも、現在の仕事や実務に関連する項目から読み始めた
ほうが、理解しやすく、肩の力を抜いて、気楽に知識を得ることにつなが
ります。　
　本書が少しでも皆さんの役に立てば、これほどうれしいことはありませ
ん。最後に、財政課在籍時にお世話になった職員の方々に、心からの感謝
を申し上げます。

　平成 28 年３月
� 武田　正孝　
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スッキリわかる！　自治体財政のきほん
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歳入の中で歳出を行う
　家計では、支出は収入の範囲内でしか行うことはできません。しかし、
住宅や自動車などの大きな買い物をする場合には、通常の収入以上の金額
が必要です。この場合は、預金を取り崩したり、借金をしたりして家計を
維持していくことが求められます。これは、自治体も同様です。

財政の基本構造
　右ページの図は、自治体財政の基本構造を示したものです。
　まず、歳出は歳入の範囲内で行うことが基本です。予算を編成する場合
には、どのくらいの歳入があるかを把握した上で、歳出を決める必要があ
ります。歳入がないのに、必要以上の歳出を計画してしまうと、自治体の
財政は破綻してしまいます。
　しかし、自治体では通常以上の歳入が必要となる場合があります。施設
の建設や、学校の改築など、理由はさまざまです。こうした場合、例年の
歳入では歳出を賄うことができないため、基金を取り崩すか、地方債を発
行する必要があります。家計において、定期預金を解約したり、住宅ロー
ンを組んだりすることと同じです。
　これが右ページの図にある、基金→歳入（預金を取り崩して収入を補填）
や地方債→歳入（借金で収入を補填）に当たります。

02 自治体財政の基本構造

◉   自治体が財政運営を行う場合には、歳入・歳出・基金・地方債を上
手に活用することが必要。

◉   基本的には、歳入に応じて歳出を決めるが、歳入が不足する場合に
は基金や地方債を活用する。

◉   地方債を発行した場合は、返済のための歳出が必要となる。

重要度  ★★★

ざっくり言うと
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●財政の基本構造

　しかし、基金や地方債を活用するためには、その対応も必要です。家計
でも住宅ローンの借入を行えば、借金を返済したり、後年度に備え、預金
に積立てておく必要があることと同じです。この借金の返済に相当するも
のが公債費です。
　また、自治体も後年度の負担に備え、預金することがあります。例えば、
今後予想される学校の改築に備えて、歳出として基金に積み立てるのです。
これを積立金といいます。

基金と地方債を上手に使い分ける
　家計でも預金と借金を使い分けるように、自治体の財政運営でも、基金
と地方債を上手に活用することが求められます。例えば、施設建設などで
地方債を活用する場合、この借金は将来の住民にも税金等によって負担し
てもらうことになります。これは、将来の住民も施設を使うため、世代間
の負担を公平化できるという役割があります。

預金
（基金）

預金を取り崩して
収入を補塡

借金
（地方債）

収入
（歳入）

支出
（歳出）

借金で収入を補塡 借金を返済

後年度に備えて
預金に積立て
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地方交付税とは
　自治体には、行政サービスを提供するための財源が必要です。その根幹
となるものは税金ですが、実態上、税金だけで行政サービスを提供するこ
とは困難です。また、税収には地域的な偏りがあります。
　このため、税収が多く財政力の強い自治体とそうでない自治体の財源を
調整し、全国の自治体が一定水準の行政サービスを提供できるようにする
のが、地方交付税の制度です。
　具体的には、国税（所得税、酒税、法人税、消費税）の一定の割合と地
方法人税全額を原資として、財源の不足する自治体に交付します。
　この地方交付税の機能としては、①財源保障機能（個々の自治体の必要
な財源を保障する）、②財政調整機能（自治体間に偏在する財源の均衡化
を図る）、の２つがあるとされています。
　なお、この地方交付税は一般財源として交付されるため、使途は特定さ
れません。

地方交付税の種類
　地方交付税には、普通交付税と特別交付税の２種類があります。地方交
付税の総額の 95％は普通交付税として、財源の不足する団体に交付されま
す。残りの５％は特別交付税として、普通交付税では算定されない災害な
どの特別な財政需要に対して交付されます（比率は平成 28 年度以降）。
　なお、普通交付税の計算には、基準財政需要額（合理的かつ妥当な水準

10 地方交付税

◉   地方交付税は、全国の自治体が一定水準の行政サービスを提供でき
るようにするため、財源を調整する制度である。

◉   地方交付税には、普通交付金と特別交付金がある。

重要度 ★★

ざっくり言うと
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で行政サービスを行うための財政需要）と基準財政収入額（標準的な状態
で見込まれる税収）という考え方が用いられ、一定の方法で算定されます。
　なお、基準財政収入額が基準財政需要額を上回る自治体には、普通交付
税は交付されません。こうした自治体は「不交付団体」となりますが、特
別交付税は交付されます。

基準財政需要額と基準財政収入額
　基準財政需要額は、その自治体の標準的な需要額について、一定の計算
式で算出するものです。議会総務費や民生費の社会福祉費のように、いく
つかの項目に分類して計算し、それらを合算したものが、当該自治体全体
の基準財政需要額となります。具体的には、「単位費用×測定単位×補正
係数」によって算出します。
　例えば、基準財政需要額の項目の１つである産業経済費の中の商工行政
費は、自治体の人口を測定単位とします。つまり、どの自治体であれ、基
準財政需要額の１つである産業経済費の中の商工行政費を算出するには、
人口をベースに考えるということです。しかしながら、すべての項目が人
口をベースにしているということではなく、例えば総務費の中にある徴税
費を算出する場合は、世帯数を測定単位とします。
　このように、基準財政需要額の項目それぞれを計算する際のベースとな
るものが、この測定単位となります。
　単位費用は、測定単位１単位当たりに必要とされる費用です。つまり、
測定単位１単位当たりの単価です。また、補正係数は、単位費用と測定単
位を単純に掛け合わせただけでは、正確な計算ができないケースがあるこ
とから設定されています。
　基準財政収入額は、各自治体の一般財源収入額を一定の基準で算定した
ものであり、「標準的税収入見込額× 75％＋地方譲与税等」で算出されます。
税収全体を計算に含めず 75％としているのは、各自治体が独自の施策を実
施するための財源余地とするためです。
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予算編成方針とは
　予算編成方針とは、どのような考え方で当該予算を編成するのか、その
方針をまとめたものです。当初予算だけでなく、補正予算を編成する際に
も示されます。自治体内部の意思統一を図るとともに、長の施策の方針を
明確にするという目的があります。
　この方針に従って、事業部門は予算の見積り・要求を行い、財政部門は
査定を行います。当初予算であれば、前年の８月頃に庁議（市政運営の方
針を決定する会議体）などで決定し、その後、全庁に通知されます。
　また、予算編成方針とともに、各事業部門に対して予算の見積りにあたっ
ての基本的な考え方を示す予算見積方針を策定している自治体もありま
す。
　自治体によっては、この予算編成方針の通知後に庁内説明会を開催する
場合があります。この説明会では、予算編成方針や予算見積方針などの内
容のほか、スムーズな予算編成が行われるよう、事務上のポイントや注意
点について説明が行われます。

予算編成方針から何を読み取れるか
　予算編成方針は、一見すると無味乾燥な内容が毎年書かれているように
も感じるかもしれません。しかし、以下のような点に注意すると、予算の
見積りなどに活用することができます。

37 予算編成方針

◉   予算編成方針とは、どのような考え方で当該予算を編成するのか、
その方針をまとめたものである。

◉   予算編成方針では経済状況全般、首長の方針、全庁的なルールの
３点に着目する。

重要度 ★★

ざっくり言うと
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（１）経済状況全般
　予算編成方針は、内閣府の月例経済報告などを活用しながら、経済状況
全般について述べられているのが一般的です。
　当然ながら、景気が上向きなのか、下向きなのかによって、税収は大き
く左右されます。税収が減少方向であれば、新規事業を行うことは難しく
なりますし、反対ならば行いやすくなります。場合によっては、予算編成
方針の中に「原則、新規事業は不可」のようなことが明示されることもあ
るので注意が必要です。こうした文言があるにもかかわらず、新規事業を
提案すると「予算編成方針を読んでいないのか」と指摘されてしまいます。

（２）首長の方針
　「来年度は本県での国体実施にあたり、本市のスポーツ施策の充実に努
める」「来年度は、全庁的に指定管理料について見直しを行う」など、予
算編成にあたって首長の方針が具体的に示されることがあります。
　例えば、前者であればスポーツ関連の事業は予算化されやすくなるため、
予算要求にあたっては、方針に合致するものはないか、検証することが求
められます。また、後者であれば、どのように見直したのかを財政課に説
明する必要があります。
　予算にはメリハリが必要であり、毎年必要に応じて見直されます。その
年のポイントは何か、重要な施策は何かを十分踏まえておくことが必要で
す。

（３）全庁的なルール
　予算編成では、「経常経費については前年度比５％減とする」といった
要求基準のほか、標準単価の設定、スケジュールなども示されます。
　予算編成は、財政部門はもちろんのこと、事業部門のスケジュールも非
常にタイトになります。そのため、こうした事務的な事柄についてもしっ
かりと認識しておく必要があります。


