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第１回財政分析講座が９月２５日開
催されました。連続１２回に渡るこの
学習会は当初ハードルが高いかな？と
の心配もありましたが，当日の参加者
は予想を上回る６１人となりました。

元々国が地方の財政を把握するた
めに作った「決算カード」ですが、
私 たち にも見 やすく 書か れてい ま
す。単年度で見ると収支が一発でわ
かり、過去のデータから見ると統計
がわかります。また他都市も同じ様
式なので、比較にも便利です。

・ 歳出を見る

これには今回お世話になる立命館大学

・ 歳入を見る

教授の平岡先生もびっくりされていた

・ 財政指標を見る

ようです！

・ 財政収支を見る

会場は満員となり，講座にはパソコ
ンを使うことから，約３０台配置しま
した。さながらパソコン教室となった
会場で，平岡先生の講座が始まり，
「財

市は９５．２％です。ちなみに財

収支状況

今回の講義で「決算カ
ード」を少し身近に感
じたところで、次の講
義までの宿題として
決算カードのデータ
打ち込みがあります。
２０年分と大変な作
業ですが、みなさん頑
張りましょう！！
経常収支比率

政分析は習うより慣れろ」という内容
で財政分析をプロジェクターで分かり
易く説明してもらいました。
講義では「財政は自治体の顔」とい
う事をまず教わり，各自治体が出して
いる「決算カード」の見方を通して，
財政危機とされている京都市の実態を
正確に捉えることが大切と強調。

超えていました。

が分からないので参加しまし

政破綻をした夕張市は１００を

○いつもはお金を使う側で、収入

比率。比率が低いほど良い。京都

りたいです。

人件費・扶助費・公債費等の経常

歳入歳出を一括して載せているほか、通常､｢黒字団体｣､

的経費に地方税・普通交付税等を

｢赤字団体｣という場合の判断として使われる実質収支（歳

中心とする経常的一般財源がど

入歳出の差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除し

の程度充当されているかを表す

た額）などが載っています。

○市役所のお金のからくりを知

また，
「決算カード」を見る中で重要
なのは，
「経年変化を見ること」で，パ
ソコンの出番となります。経年変化を
比較するために決算カードのデータを

た。

打ち込んでいきますが，今回はここで
時間切れとなり，宿題となりました。

京都市の決算カードの主な見方
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実質単年度収支
（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ－Ｉ）
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第２回財政分析講座が１０月９日
に開催されました。前回の講座では決
算カードの見方を大まかに学んだとこ
ろで時間切れとなり、参加者は宿題と
して収入状況を２０年分入力して今回
の講座に望みました。今回も満員とな
った会場で講座が始まります。今回は
「決算収支を見る」といったお題をも
とに、前回よりも詳しく決算カードを

実質単年度収支とは
単年度収支+積立金+繰上償還金－積立
金取崩額

○仕事をしているだけでは役所
全体の事がわからず、財政を見
て勉強しようと思いました。
○スウェーデンでの障害者に対
する国保のサービスを見習う
べき、当局の言う全てお金で判
断されるのに対抗したい。

見ていきます。自治体の黒字・赤字団
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体を決める実質収支について、赤字に

度に使う見込みがあるから実質収支には入れません。

ならないために積立金（貯金）を取り

-40

崩し、ほとんどの自治体は黒字にする

れるためすごく重要！翌年度への繰越を引くのは、翌年

そうです！

０１年から０４年まで京
都市は赤字団体と聞けば、
やっぱり京都市はあぶな
い？と思ってしまいます
が、よく見ると赤字額は微
妙です。通常赤字にならな
いように積立金から補填す
るそうですが、それすらし
なかったところを見るとわ
ざと京都市は赤字
と公表したのでは？あるい
は取り崩せる貯金が底をつ
いたのかといった事が予想
できます！
また、この﹁やりくり﹂
の要素を取り払ったデータ
として下記の実質単年度収
支を紹介します。
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実は京都市も０１年～０４年はマイナスで赤字団体
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き財源を控除した額）はマイナスなら赤字団体と見なさ

また、こういった「やりくり」を取

億円
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実質収支（歳入歳出の差引額から翌年度へ繰り越すべ

単年度収支
（Ｅ－前年度のＥ）

実質収支

り払って計算された京都市の実質単年
度収支を見ていき、１８年度では京都
市は５．７億の黒字であることが分か

1-3 単年度収支・実質単年度収支

歳出総額

単年度収支とは
今年度の実質収支－前年度実質収支

前回のデータ打ち込みに
引き続いて、今回も２０
年分の打ち込みが宿題で
あります。今回は歳入に
重点をおいたデータ入力
です。大変な作業ですが、
みなさん頑張りましょ
う！！

りました。これを見ると、意外と京都
市は大丈夫？と思ってしまうところで
す。
しかし、
「行政改革推進債」と「公債
償還基金」を学び、収支状況だけでは
見えてこない京都市の赤字額が、１８
年度だけで１０２億円もあることを 知
りました・・・。

歳入総額
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でした！
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第３回財政分析講座が１０月２７

日に開催されました。今回は「京都市

の歳入を見る」といったお題で学習を

C
86年

行いました。前回までは大まかに収 支

を見ていきましたが、今回は歳入に着

B
85年
179141555
17167558
161973997

目して財政を分析していきました。

講義では、まず４大財源として、

市町村税合計
目的税
市町村税（普通税）

２つは使途を限定しない一般財源であ

A

る地方税・地方交付税があり、使途を

限定した特別財源として国庫支出金・

地方債があることを学びました。

地方交付税 に ついては自治 体間で税

収の格差を埋める為に、税収が少ない

1
2
3
4
5

ところには多く分配され、税収を上げ

ても意味がない？と思いがちですが、

税収の２５％は算定から除外して、税

収が多い自治体は結果総額が多くな

り、自治体の自助努力を促す仕組みな

どの説明を受けました。

講義の終盤にはパソコンを使った分

析を行い、社会の情勢を照らし合せな

がら、京都市の変化する歳入を各々自

分なりの分析を行ってみました。また、

これからの活発な討論が期待されてい

ます。

今回の講義で，最後に宿題
として分析表３の入力作業が
ありましたが，シートに一部不
都合があったので，入力の仕
方が分からない方もいたかも
しれません。でもまだ間に合
います。次回までに頑張って
入力しましょう！！

D
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E
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○

決算カードが古い場合、
「市長村税」が標記されていません。

○

市町村税は市町村税合計から目的税を引いたものなので，新しくシートを作って

①

Ｂ３の市町村税合計とＢ４の目的税は決算カードを見て，入力します。

②

Ｂ５の市町村税は「＝Ｂ３－Ｂ４」と入力すると自動で計算してくれます。

③

計算式を８６年以降も適用するには，Ｂ５を一度クリックして，Ｂ５セルの右下

計算スペースを作成します。

にカーソルをもっていき，「＋」になったところでドラッグし，そのまま８８年まで
もっていけば計算式をコピーできます。
④ 計算ができれば，分析表３の市町村税（普通税）を入力します。

分析表3

経常一般財源等の推移①
85
（昭和60年）

経
常
一
般
財
源
等
A
B
C

市町村税（普通税）
うち個人市町村民税（市町村民税「個人」）
・個人均等割
・所得割
うち法人市町村民税（市町村民税「法人」）
・法人均等割
・法人税割
うち固定資産税
その他の税
普通交付税
経常一般財源等合計
経常経費充当一般財源等

161,973,997
66,442,315

32,582,869

45,907,315
22,638,613
54,602,921
222,174,033

＝経常一般財源収入

経常収支比率

Ｂ／Ａ

（％）

0.0%

（01年以降は「減税補てん債及び臨時財政対策債除く」）

D 減税補てん債
E 臨時財政対策債
経常収支比率 Ｂ／（Ａ＋Ｄ＋Ｅ）（％）
F （01年以降は「減税補てん債及び臨時財政対策債を加えた
経常収支比率」）

0
0
0.0%

決算カードから直接入力
決算カードから直接入力

決算カードから直接入力
前回入力した「分析表２－歳入」の普通交付税からコピー＆ペースト
決算カードから直接入力

今回の入力箇所は上記の
５カ所になります。そのほ
かは今後の分析表を入力
していく事によってリン
クされていきます☆

○お金を使うような仕事ではな
いけど、知らないでおいておか
ないように参加しています。
○単発の学習会ではなかなか覚
えられそうにないテーマです
が、連続でやってくれるのでし
っかり覚えます！

0
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第４回財政分析講座が１１月６日
に開催されました。今回は「京都市の
税収を見る」といったお題で学習を行
いました。
講義で市町村税とは地方税法に則っ
た税であり，普通税と目的税に分かれ
ていることを知り，私たちも馴染みの
ある市民税や固定資産税が普通税で，
目的税とは使途を限定されていて，京
都市では都市計画税があるとの事でし
た。
またこれらのデータ を 経年的推移 で

左記のグラ フから見れ るよう

に 、 京 都 市の 市税 は 下が り 、 １

０年の間で２００億円近い 落ち

込 み に な って い ま す 。９ ７ 年 か

ら納税者数が大幅に低下し始

め、収入が減った事も原因とし

て 上 げ られますが 、 この あ た り

か ら生 活 保護 世帯が増 えだ し た

事 も 私 た ち自 治 体労 働 者 と し て

意識しないといけない問題だと
思います。

次回までの宿題として分析
表４の入力作業があります，
今回みなさんに入力して頂く
のは目的別歳出です☆
宿題で入力作業を行うこと
で，疑問や理解がふくらんで
いきます！みなさん大変です
が，是非頑張りましょう！！

講義も４回目となり，今回は参加者からの発言が多数
ありました。平岡先生も第一回目から「習うより慣れろ」
といったスタンスで進めてきた結果でもあるかなと思
いますが，今回会場からは分析を行ってきた中で，「京
都市の観光収益は上がっている？」
「寺社仏閣が多いか
ら市税が少ない？」「大企業を誘致すれば収入が増え
る？」といった事や，「団塊の世代の退職で納税義務者
が減った？」など多数の発言がありました。

見ていくと，バブル崩壊から住民税や
法人税による収入が低下し、その後の
増税やＩＴバブルなどでプラスに転じ
た年もあります。また，固定資産税は，
計算基準の時価は下がるも評価額を上
げ，結果バブル崩壊後も安定した貴重
な税収である事を知りました。法人税
においては資本金別に見ると任天堂や
ロームなど大企業の動向にかなり影響
を受けていることの事でしたが，落ち
込みが激しい中小企業でも，従業員が
減少したことで市民税などへの影響が
あるとの事でした。
また，今回参加者が 減 少して残念で
したが，参加者の発言が多く活気ある
講義となりました。今回休んだくらい
大丈夫です！また次回会いましょう☆

固定資産税
時価は下がっているはずなのに、落ち込んでいません。
算定基準の評価額が上げられてきた為だと思われます。
個人市民税
個人所得は低下しているはずなのに，０４年度から上が
っているのは，税制改正による控除等の廃止などで。

法人市民税
減税対策やＩＴバブルなど，の影響をうけてやや不規則
になっています。

として分析表５目的別の一般

財源の入力作業が言われまし

またこういった分析を進めると、社会

ぜひ頑張りましょう！！

的に起こった変化や、京都市が行ってきた
事業が 京都市の歳出に深く関わっている
ことが明確になってきました。今後分析を
進めていく上で、過去京都市が行った事業
を年表などにすると、新しい分析ができま
す。

んな同じです（～▽～）／

第５回財 政分析講座が１１月２ ０
日に開催されました。今回は「京都市
の目的別歳出をみる」といったお題で
学習を行いました。
講義では最初に、前回の講座が少し
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今回の分析では、他都市（類似団体）と

0.0

難しかった事もあり、おさらいの時間

諸支出費

比べて京都市は「民生」
「商工」
「消防」の

公債費

がありました。本題に入り、今回のテ

災害復旧費 500.0

費用が高い事がわかりました。それはなぜ

商工費

ーマである目的別歳出について説明を

農林水産業 1,500.0
費

なのか ？京 都市の事業を見て いくと解明

労働費

受けると、目的別歳出とは自治体の仕

2,000.0

○民生費
介護保険の導入以降増えているが、見ていくと生活保
護の件数や、児童福祉が伸びています。
○土木費
２回程ヤマがあるのはなぜ？
○衛生費
増減があったのは、クリーンセンターの建設？

教育費

できるかもしれません☆

衛生費

事を行政機構別に整理したもので、「民

年
1,000.0

生」「土木」「教育」「衛生」「公債」と

民生費

た。忙しい中ですが、それはみ

○京都市の生活保護率（申請／相談）は？
→データがないが、政令都市の平均は４０％くらい。ケ
ースワーカーあたりで見ると、京都市は細かな対応がで
きている。

いった形で大まかに分けて見ていきま

総務費

今回の講義で，最後に宿題

○高速道路の建設費は公費？
→高速道路は道路公団が出しますが、高速道路へのアク
セス道路などは、市町村で負担します。

す。詳しく見ていくには「地方財政状
況調査表」などを使うそうですが、 ま
ず大まかに、そして経年的に見ていく
事が大切だということです。
経年的に絶対額や構成比を見ていく
と、「建設費」は年数が経つにつれて、
減っているのに対し、
「民生費」は増え
ていたり、
「衛生費」は増減のあるデー
タとなっていました。こういったデー
タを見ながら、
「民生費」では介護保険
導入後，年々増加し、生活保護での 支
出が多い？とか、
「衛生費」では清掃工
場の建設有無により影響しているの
か？など予想し、分析しました。

2,500.0

議会費

目的別歳出の経年的推移
4-1-2 目的別歳出の経年的推移
億円

0
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土木費

消防費

