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はしがき

　この本は単なる自治体予算の教科書ではありません。本書のねらいは、
住民の納めた税金がどうやって使われているのか、いないのか、それを
知っていただくことです。そのため、専門的、学術的な理論よりも、予
算のしくみや考え方を平易に表現することを優先しています。
　ですから、住民のみなさんはもちろん、自治体職員をめざしている学
生、首長（クビチョウ、知事や市町村長、特別区長など自治体の長のこ
と）や議員志望者など、自治体行政に関心をお持ちの方、これから持と
うとしている多くの方に読んでいただきたいと思います。
　自治体の仕事はその規模が大きくなるほど分業化が進んでいます。中
には「予算とまったく関わりがない」という職員もいらっしゃるでしょ
う。しかし、予算を伴わない仕事などありません。職員に給与を支払う
にも予算が必要だからです。本書は、予算編成や予算執行に直接携わっ
ていない職員のみなさんにも、きっとお役に立てていただけるはずです。
　ところで、行政評価や事業仕分けに参加した住民のみなさんが異口同
音に話すのは「こんなところに予算（税金）が使われているとは知らな
かった」「職員の説明がわからない、答えになっていない」の 2つです。
　予算とは税金の使い道を示したものです。首長が予算をつくり議会の
議決を経て執行します。しかし、議会に提出する予算書を見ただけでは
「どこに税金を使うのか」がまったくわかりません。これは、首長に比
較的広い裁量権（自由度）が認められているからです。そこで、多くの
自治体が「よくわかる予算書」といった名称の資料を作成し、もっと予
算の内容を知ってもらおうと努力しています。
　また、職員が上手に説明できない最大の原因は経験不足です。予算は
役所の中で予算査定という作業を経てつくられます。予算査定とは役所
の財政部門（財政課）や最終的には首長が「この事業に予算を付けよう」
「この事業の予算は要求額の半分でいいだろう」「この事業には予算を付
けない」というように、限られた財源を分配する作業です。この予算査定
の中で職員は「ここに予算を付けてほしい」と、事業の有用性を財政部
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門の職員に一所懸命説明します。しかし、所詮は役所内で職員同士が行
う議論です。それは、住民が求めるような「そもそも論」ではなく、
「役所がこれまでやってきたことはいいことである」という共通認識の
上に立った議論なのです。したがって多くの職員は「そもそも、この事
業は……」という説明をした経験がありません。職員の「私たちがやっ
てきたことは住民に役立っている」という思い込みが強ければ強いほ
ど、住民のみなさんには「答えになっていない」と見えてしまうのです。
　バブル経済の崩壊、リーマンショック、少子高齢化の進行、社会保障
負担の増加、雇用不安、生活保護者の急増、東日本大震災など、社会経
済情勢の混迷がかつてないほどに長期化しています。一方、国、自治体
を合わせた債務残高（借金）はGDP（国内総生産）の 2.2 倍、額にし
て 1,000 兆円という状況にあり、国や自治体を取り巻く財政状況は深刻
の度合いを増しています。
　経済の拡大期には税収が予想以上に増え、使い道に困った自治体はそ
ろって「ハコモノ」（必要性の低い公共施設を造ること）や「バラマキ」
（補助金や手当などの給付事業を必要以上に行うこと）に走りました。
　しかし、そのツケは、決して小さくありません。
　だからこそ今、私たちは「そもそも論」を始めなくてはなりません。
きっかけは、行政評価でも事業仕分けでも、広報紙の小さな記事からで
も構いません。「そもそも、この事業の目的は、目標は、経費は、効果
は、将来は etc.」、前例を廃した議論を始めるべきです。
　このとき、自治体の予算に関する最小限の知識が必要となります。
　この本は、自治体予算の「ここが知りたい」「これだけは知っていてほ
しい」ことを集めました。自治体予算のことを体系的にお知りになりた
い方は、拙書『図解 よくわかる自治体予算のしくみ』をご覧ください。
　本書を多くの方々に読んでいただき、私たちの暮らしと自治体の在り
方、そして、持続可能な自治体運営とは何かを考えていただければ、こ
れに勝る幸せはありません。
　　2013 年 12 月

定野　司　
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　日本の自治体の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わり
ます。これは学校と同じですね。米国では９月に始まります。欧州や中国では
暦年と同じ１月に始まります。
　このように、予算には会計年度ひとつとっても「原則」があります。
　予算の原則は納税者である住民のために「わかりやすさ」を求めています。
しかし、現実とのギャップを埋めるために多くの「例外」が存在し、予算を
「わかりにくい」ものにしています。

　「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出
予算に計上して執行しなければならない」という原則です。
　自治体は住民の大切な税金を使って仕事をするわけですから、それを
漏れなく記録し明らかにする義務があります。家計では許される（？）お
母さんの大事なヘソクリだって、自治体では禁止です。一家に出入りす
る金銭は、すべて明らかにしなければなりません。
　これまで見てきた一時借入金や、他の会計や基金に属する現金を融通
する繰替運用は、役所の金庫に入っているお金（歳

さいけいげんきん

計現金）の不足を補
うためのものなので、予算には計上しません。総計予算主義の原則の例
外です。このほかの例外としては、決算剰余金の基金への積立てや、一

①総計予算主義の原則

ここがポイント

予算の7つの原則と例外

第3章
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予算の仕組みと新たな試み
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時預かりのための歳入歳出外現金、定額運用基金などがあります。
　役所の金庫をイラストにしてみました。出納整理期間中は 2つの年度
の会計が開いていて、請求や支払い、収入も、すべて金庫番である会計
管理室が予算書（実際には、部・課・係まで細かく分けられた配当の有
無）でチェックしています。歳計現金や基金の現金に余裕があるとき、
国債や地方債を購入したり、定期預金にして利息を稼ぐのは家計と同じ
です。

　「自治体の歳出は、その年度の歳入をもって充てなければならない」
という原則です。
　小学校の給食会計を想像してみてください。今年度集めた給食費がい
くらか残ったとします。これを次の年度の給食に充てたら、新入生は喜
びますが卒業生は不満をいうでしょう。年度末に給食のメニューが少し
賑やかになるのは、集めた給食費を使い切ってゼロにするためです。

②会計年度独立の原則

●役所の金庫
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　自治体の基本的な予算は「一般会計予算」です。しかし、一般会計のほかに
も特定の目的を達成するために設けられた特別会計、公営企業会計などがあり
ます。予算の種類には、会計年度開始前につくられる当初予算、当初予算に加
除を行う補正予算などがあります。

　各会計の予算は通常、年度開始前に議決され成立します。これを当初
予算といいます。補正予算は予算の編成後に生じた事由に基づいて当初
（既定）予算に追加、その他の変更を加える予算です。予算の補正に回数
の制限はありませんが、会計年度
経過後は行うことができません。
　
　
　首長は必要に応じて、一会計年
度のうちの一定期間に係る暫定予
算を調製することができます。そ
の期間は通常 1～ 3ヶ月で本予算
成立後、その効力は失われ、暫定
予算に基づく支出や債務の負担は
本予算に基づく支出や債務の負担
とみなされます。
　暫定予算についても予算の事前
議決の原則が適用され、議会の議
決が必要ですが、事情により専決
処分されることがあります。

当初予算と補正予算

暫定予算と本予算

ここがポイント

さまざまな予算と会計2

　　　【図表−19】会計と予算の種類

当初予算 一般会計予算
○○特別会計予算
□□公営企業会計予算

一般会計決算
○○特別会計決算
□□公営企業会計決算
＊＊市普通会計決算

一般会計補正予算
○○特別会計補正予算

予　算　執　行

□□公営企業会計補正
　　予算

予　算　執　行

予　算　執　行

決　算

補正予算

補正予算



　自治体には、過疎化によって早くから人口が減少した自治体もあれば、増加
している自治体もあります。いずれの場合も人口動態をしっかりと把握したう
えで、自治体のかじ取り（経営）をする必要があります。

　2010 年の国勢調査で日本人の人口が減少に転じました。1970 年に 1
億人を超え、その後も順調に増え続けた日本の人口は、現在の 1億 2,800
万人をピークに減少し、2050 年には 1億人を割ると推定されています。
　「なーんだ、40 年前に戻るだけか」
　いいえ、人口構造がまるで違います。図表− 60 でも明らかなよう
に、40年前に比べ 65歳以上の高齢者は 4倍に増え、14歳以下の子ども
は 2/3 に減りました。40 年後には高齢者は現在の 1.3 倍に増え、子ど

本格的な人口減少社会に突入した日本

ここがポイント

人口減少社会における財政運営の難しさ

第6章
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知っておきたい
予算の問題点

【図表−60】日本の人口構造の推移

年 
人    口　（千人） 構成比（％）

総  数 0～14歳 15～64歳 65歳以上 （再掲）
75歳以上

0～14
歳

15～64
歳

65歳
以上

（再掲）
75歳以上

1970
1990
2010
2030
2050

103,720 
123,611 
128,057 
116,618 
97,076 

24,823 
22,544 
16,839 
12,039 
9,387 

71,566 
86,140 
81,735 
67,730 
50,013 

7,331 
14,928 
29,484 
36,849 
37,676 

2,213 
5,973 

14,072 
22,784 
23,846 

23.9 
18.2 
13.1 
10.3 
9.7 

69.0 
69.7 
63.8 
58.1 
51.5 

7.1 
12.1 
23.0 
31.6 
38.8 

2.1 
4.8 

11.0 
19.5 
24.6 



124

　財政力の強い、お隣りのＡ市がスポーツセンターを造りました。
　「Ａ市にあって、どうして私の住むＢ市にないの？」というＢ市民の
声に押され、財政力の弱いＢ市も頑張ってスポーツセンターを造りま
す。
　同様にＡ市が○○手当の支給を開始しました。
　「Ａ市でもらえるのに、私の住むＢ市でもらえないのは不公平だ！」
というＢ市民の声で、Ｂ市も○○手当を支給することになりました。
　このように、B市の財政力とは無関係に施設ができ、手当が支給され
ます。これを「自治体間競争」と呼ぶことがありますが、財源の見通し
のない歳出の増加が財政破たんを招くのは明らかです。
　施設ができれば、その維持管理に必要な人件費、事業費、修繕費が毎
年必要です。○○手当は将来にわたって、廃止するまで支給し続けなけ
ればなりません。施設も手当もつくるのは簡単ですが、一度つくった施
設や手当をなくすには、つくったときの何倍、何十倍もの時間と労力を
かけて、議会や市民、受益者の理解を得なくてはなりません。そして、
ほとんどの場合、施設も手当もなくすことはできないのです。

　自治体の予算は単年度で「歳入＝歳出」にすることが求められていま
す。したがって、新しい事業を始めるには、新たに財源を求めるか、既
存の事業のどれかを廃止するか削ってつじつまを合わせなくてはなりま

　自治体間競争という名の歳出増加合戦は財政破たんを招きます。これからは
競い合うだけではなく、自治体間の連携によって、その役割を果たしていくべ
きです。

隣の芝生は……

スクラップ＆ビルド

ここがポイント

自治体間競争という言葉の錯覚3


