
0地方公共団体の財政課の悩み…
地方公共団体の財政課の方から、このような悩みを

よくお聞きします。
「要求された分の予算はつけてあげたいけど、自分た
ちのまちの財政状況をわかって要求しているのかなあ」
「これまでずっと『財政が厳しい』と言い続けてきた
のに、財政課の言うことをなかなか理解してくれない」
「職員、住民にどう伝えれば、町の財政状況をわ
かってもらえるのかなあ」などなど…。
財政課の悩みは尽きないようです…。

さて、今回寄稿させていただく内容は、財務省の総合
出先機関である「財務局」が取り組んでいる、地方公共
団体（以下、団体）の財政課への“サポート”事例です。

新型コロナウイルス感染症は団体の財政にも様々な
影響を及ぼしています。
団体の“貯金”に相当する積立金の取崩しが発生し

ているほか、限られた財源を活用し、新型コロナ対策と
して様々な独自政策を打ち出す団体も見受けられます。
withコロナ、そしてafterコロナの今後の地域社会

を持続可能なものとするために、“地方の財務省”と
して、地方公共団体の財政にお役立ちできるであろう
財務局の取組事例をご紹介させていただきます。

1地方公共団体の財務状況の把握について
財務局は、地域と財務省・金融庁をつなぐネット
ワークの結節点としての役割が期待されている財務省
の総合出先機関です。
団体の財政課の方々からみると、財務局のイメージ
は、団体の借金である地方債の“貸し手”のイメージ
が強いと思われますが、今回は財務局の取組の中でも
“地方財政”の分野に焦点を当ててご紹介させていた
だきます。

（１）国の資金の“貸し手”としての役割
財務局が行っている財政融資は、国が国債を発行し
て調達した資金などを原資として、団体に融資を行う
仕組みです。
民間金融機関において、民間企業等の債務者の財務
状況を分析しているように、借り手が団体といえど、
資金の貸し手である国としては、貸付金の償還確実性
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【図1】財務局における財務状況把握の流れ

P１【図１】財務局における財務状況把握の流れ

※4.20差替え後
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を確認する必要があります。この確認方法として、財
務局では独自の分析手法を用いて、毎年、財務状況の
分析（「財務状況把握」）を行っています。【図1】
（令和2年度は全国で約200団体に対し詳細な財務
状況把握を実施）

（２） 財務省の独自分析手法～キャッシュフ
ローを見ています～

団体の財務分析には、様々な分析手法・指標があり
ます。
代表的なものとしては、総務省の「健全化判断比

率」が挙げられます。団体は毎年度、健全化判断比率
の各指標を算定して、監査委員の意見を付して議会へ
報告することとされています。
他方、財務局の財務分析には、2つの大きな特徴が

あります。1つ目は、統計的な処理により独自の財務
指標を作成し、「債務償還能力」（長期的視点）、「資金
繰り状況」（短期的視点）を把握しており、「キャッ
シュ（現金預金）の流れを捉える」という、企業会計
と同様の見方を採用していることです。【図2】
会社経営では、黒字倒産（資金繰り倒産）を防ぐた

めのキャッシュフローの視点が重要ですが、その視点
は団体も同様です。
団体の“倒産”というとイメージがわかないかもし

れませんが、資金繰りが悪化することにより、事業の

縮小、つまりは公共サービスの低下に直結していく恐
れが出てきます。

（３）団体“外部”からの客観的な分析
2つ目の財務局の財務分析の特徴は、団体の財政運

営に対する“外部”からの分析という点です。
都道府県や政令指定都市のような大規模な団体であ

れば、監査法人等の包括外部監査や市民オンブズマン
等の外部機関によるチェック機能が働いている場合が
多いですが、小規模な団体の中には、団体自らの
チェック機能に依るほかない場合も少なくありませ
ん。
しかも団体の官庁会計は、企業会計と異なり、独特

の算定方法となっていることから、いくら自分たちが
住んでいるまちとはいえ、十分に財政状況を理解して
いる住民は決して多くはないのではないでしょうか。

以上のとおり、“キャッシュフロー”という企業会
計ベースかつ“外部”目線で分析を行っていることが
財務局の財務分析の特徴と言えます。

2コンサルティング機能の発揮
コンサルティングでよく用いられるフレームワーク

として「空（事実認識）・雨（解釈・現状分析）・傘
（解決策）」がありますが、財務局は「傘」部分への支

【図2】財務分析の手法

P２【図２】財務分析の手法 ※4.20差替え後
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援も強化しています。
「傘」部分の主体は団体であるため、財務局でできる
ことは間接的な支援とはなりますが、他団体の収支改
善の事例の紹介（横展開）や、分析団体の首長や職員、
議会議員を対象とした「財政研修会」の開催を通じて、
様々な情報を提供するといった取組を行っています。

3東北財務局の取組
そうした中で、東北財務局ではいくつかの趣向を凝

らした取組を実施していますので、紹介いたします。

（１） 東北管内“全”団体に対して財務分析結
果を提供

財務局が実施している財務分析は、オフサイトでの
データ解析に始まりますが、分析結果を提示する際に
は、算出した財務指標の分析結果だけではなく、オン
サイトでのヒアリングを基にして分析結果を深堀りし
ているほか、類似団体との比較や、全国の他団体の収
支改善の事例の提供などにも努めています。
しかしながら、財務分析を担う財務局の職員は、各

県に数名の職員しか配置されていません。しかも、年
間の業務時間のうちおよそ半分は財政融資資金の貸付
業務を行っていることから、財務分析を実施可能な団
体数はどうしても限られてしまいます。また、財務分
析を実施した団体に対する後年度のフォローが十分に
はできていないというのが実態でした。
つまり、有効な分析手法を持っているにもかかわら

ず、マンパワーの問題もあって、限られた団体にしか
コンサルティング機能を発揮できないというジレンマ
があり、さらには、コンサルティングに対する潜在的
なニーズの把握も十分にできていないというのが課題
でした。

そこで東北財務局では、令和2年度からの新たな取
組として、東北管内の全団体の財務状況について、“簡
易的”に分析した結果を提供する取組を始めました。
「マンパワーが不足しているというのに、全団体へ
の財務分析ができるのか」という疑問が出てくると思
われますが、そもそも財務局では毎年度、全団体が作
成を義務付けられている「地方財政状況調査表」（通
称、「決算統計」）の計数を用いて、統一的な算定方法

で全団体の財務指標を算出しています。
ヒアリングによってしか得られない“詳細版”の分
析結果をヒアリング先の団体に提供するという従来の
やり方も行いつつも、統一的な算定手法であるメリッ
トを活かし、簡易的に分析した客観性や比較可能性の
高い算出結果を“簡易版”の分析結果として全団体に
提供することとしたものです。

【参考】資料提供時の同封文書

財務省 東北財務局
理財部融資課

財務状況把握を活用した
貴団体の財政分析結果について

◆ 財務局においては、財政融資資金の償還確実性を確認する観点か
ら、地方自治体の財務状況把握(債務償還能力と資金繰り状況)を実
施しており、一定の選定基準のもと、一部団体には、財務状況ヒア
リングを実施し、結果概要（診断表）を交付しているところです。
◆ こうした財務状況把握のツールを地方自治体のニーズに応じて、
広く活用していただき、財政運営等にお役立ていただきたいと考え、
今般、貴団体の財政状況（H30年度）について分析した参考資料を
作成いたしました。
◆ 今回の分析結果は、決算統計に基づく形式的な分析になります
（ヒアリング団体に対しては詳細分析を実施）が、ご不明な点がご
ざいましたら、東北財務局融資課までお問合せください。

東北財務局

その結果、団体からのニーズの掘り起こしに成功
し、ヒアリングを実施していない団体を含め、財政研
修会の開催が東北各地で広がっています。
また、この簡易版の財務分析結果の提供の取組は、
今後も継続的に実施することとしており、ヒアリング
実施団体に対する後年度の「継続フォロー」にもつな
がっていくと考えられます。

（２）財政研修会の実施
（ア）まちの家計簿シミュレーション
団体では、事業担当課は予算の「獲得」の意識がど

うしても働いてしまい、財政課以外の職員には財政の
課題・問題認識が十分浸透していない場合があります。

宮城県涌谷町では、人口減少等による自主財源の減
少や高齢化等に伴う扶助費の増加等により財政状況が
悪化し、平成31年1月に「財政非常事態宣言」を発
出しました。
しかしながら、役場内部での宣言に対する反応は
様々だったようで、町が一丸となって財政の再建に取
組んでいくために、財務局で支援できる方策はない
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か、町役場の財政担当課の方々とともに検討を重ねて
いきました。
検討の過程で町側から、「平成27年度の財務局の財

務分析結果では、当町がこのような状況になることを
予見していた。財務局の分析ノウハウを提供してもら
えないか」との相談を受けました。そこで、改めて財
務分析を行うこととし、さらには分析結果を題材とし
た財政研修会も実施することとなりました。
また、「職員が宣言を自分ごととして受け止めてく

れるようにしたい」、「財政再建に一丸となって取組ん
でいくために、議員と職員が交流する機会にしたい」
との話があり、財務分析のシミュレーションを使用し
たグループワークを議員、職員間で行うこととなりま
した。
こうして生まれたものが「まちの家計簿シミュレー

ション」です。

【参考】シミュレーション画面抜粋

政策を選択（チェック）することで、
４つの指標の推移が変動。

歳出

歳入

項目 増減 政策（お金の使い道） 金額

　出産手当 1億円

　医療費無料
　(高校生まで）

2億円

　子供の遊び場整備 5億円

3億円子育て

項目 金額 増減方法

地方税 増加 増税/徴税率UP 等
0

1
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4

5

6

7

8

9

10

H26 H27 H28 H29 H30

預貯金は給与の何倍あるの？

（積立金等月収倍率）
涌谷町 全国平均 類似団体平均

シミュレー

ション結果

（月）

緑ｿﾞｰﾝ：問題なし

黄ｿﾞｰﾝ：やや注意

赤ｿﾞｰﾝ：注意

当
町

変動！

P４【参考】シミュレーション画面抜粋
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P４【参考】シミュレーション画面抜粋

財務分析の結果をもとに、財政になじみが薄い事業
担当課の職員でも理解しやすいように、市町村の財政
を「家計簿」に見立てて、全国の類似団体との比較要
素を取り入れたシミュレーションを開発しました。
シミュレーションは、実際に町が現状実施している

政策や、全国の団体の政策を並べ、各政策の実施の有
無により、財政状況の変動がタブレットで自動計算さ
れ、視覚的に理解できる仕様となっています。
当初は、全国の団体に広まっているまちづくり対話

型シミュレーション「SIM2030」を実施するという
案もありましたが、自らのまちの財政状況をストレー
トに知ってもらうために、財務局の分析手法を活用し
たシミュレーションを新たに開発しました。事業担当
課の職員が、財政課の予算編成作業を体感できるプロ
グラムとなっており、予算を要求する側から、予算を
バランスさせる側に立つ疑似体験はシミュレーション
ならではの醍醐味です。

グループワークの様子をのぞいてみると、「●●の
事業は削減しよう」といった議員や他課の職員の意見
に対し、その事業を担当している課にいる職員が、事
業が必要な理由を丁寧に説明している姿が印象的でし
た。（中には、自分たちがこれまで予算要求していた事
業を自ら削減する選択をしていた場面も見られました）

【参考】研修会の模様（宮城県涌谷町）

�

参加した議員、職員からは「タブレットの活用によ
り、施策の実施有無で財政状況の変化が“見える化”
され、中身のある議論ができた」、「当町の財務指標
が、県内、類似団体それぞれのカテゴリでどのような
立ち位置にあるのか確認できた」、「職員と議員が一堂
に会して意見を出し合うことは有意義。今後も継続し
たい」といった感想をいただきました。
涌谷町長からは「財務局の分析指標はとてもわかり

やすい。公営企業である病院と下水道は厳しい状況に
あり、関係者の経営感覚・危機意識を高める必要が
あった。今回の研修の参加者も町の財務状況や財政再
建に向けた課題について実感してくれただろう」との
感謝の言葉をいただきました。

【参考】宮城県涌谷町の遠藤町長（研修会時の写真）

なお、財政研修会の開催をきっかけとして、その後
に町が開催している「町財政及び病院事業に係る有識
者会議」の常任委員に東北財務局の融資課長が就任し
ており、財務分析した町財政の状況について、第三者
の立ち位置から客観的なアドバイスを行っています。
財務分析において「財政上の留意点」として財務局

から問題提起していた「公営病院事業の経営改善」に
向けた取組が着実に進んでいます。
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（イ） バックキャスティング思考を活用したワーク
ショップ開催

先述の宮城県涌谷町と同様に令和2年2月に「財政
非常事態宣言」を発令した宮城県村田町に対して、
“バックキャスティング”思考を活用したワークショッ
プを開催いたしました。

“バックキャスティ
ング”とは、東北財
務 局 が 主 催 し た
「YouTubeライブシ
ンポジウム」で早稲
田大学名誉教授の北
川正恭氏が取り上げ
た、「将来のありたい姿から、現在のなすべき取組を
決めていく思考方法」のことです。課題解決のフレー
ムワークとして、トヨタ自動車（株）といった民間企業
はもちろん、団体においても活用が進んでいます。
今回の研修会の開催にあたり、町側からは、「職員

の意識を変えたい。研修会を通じて、今後の町の財政
を職員自らの頭で考えるきっかけとなってほしい」と
のオーダーがありました。
バックキャスティングの対義語であるフォアキャス

ティングとは「現状で実現可能と考えられることを積
み上げて、未来の目標に近づけようとする方法」であ
り、起点は現在です。このフォアキャスティング思
考、つまり、今の延長線上から脱却するための転換点
にするためにも、研修会に参加した町の今後を担う中
堅職員の方々の頭に今後もしっかりと残るキーワード
が必要と考えました。そこで、“バックキャスティン
グ”思考を紹介し、「20年後の町の未来」を見据えて
のワークショップに取り組んでいただくことにしまし
た。
最初に「まちの家計簿シミュレーション」で財政の

現状を把握してもらい、その後に、これまでの町の歩
みを振り返ってもらうワークを取り入れ、過去への
メッセージを考えていただきました。

【参考】研修会資料（2）

●●はやらないほうが

いいと思う！

●●はやったほうが
いいと思う！

第一部 町の家計簿シミュレーション
現在
村田 太郎

（４０歳・チーフ）

町民の幸せのために…

�

第二部 過去（2000年）へのメッセージ

村田 太郎
（４０歳・チーフ）

役場に入った
ばかりのおれ、
何をやってたっけ
…？

現在

「●●をやっておけばよかったのに！」

「〇〇をやっていてよかった。ありがとう！」

「☆☆をやらなくてよかった。ありがとう！」

その後、今回のメインテーマである“バックキャス
ティング”の考え方を体感してもらうために、イメー
ジする理想の将来（2040年）にタイムスリップしても
らい、未来から現在に対するメッセージを出してもら
うという方法でグループワークを展開していきました。

【参考】研修会資料（3）、研修会の模様（宮城県村田町）

第三部 タイムスリップ（2020年→2045年）

2045年はどんな村田町になってる？？

�

直前のワークで、過去の自分たちへの“反省”を経
験していたため、「二の轍は踏まないぞ」といった意
識が働いたのか、具体かつ大胆な意見が数多く出さ
れ、想定以上の盛り上がりが見られました。
村田町に限らず、行政の職員は日々様々な利害の調
整に頭を悩ませているわけですが、未来起点の“価値
前提”で議論をすることで、今までイメージしていた
未来とは違った未来を思い描くことができたようです。
参加者からは、「目先（現在）のことではなく、そ

の先（未来）のことも考えて行動することが大切と認
識した」、「町の財政について改めて考えさせられた。
今後、どうしていくのか職員同士で意見を交わすこと
は大切。様々な意見が聞けて参考になった」といった
感想が寄せられました。

町の小林財政課長からは「研修会により、職員の財
政に対する危機感が共有されたおかげで、その後の新
年度予算編成過程においては、各セクションでいかに
経常経費を減らすかなど、コスト意識の醸成や改革意
識が芽生え、財政健全化へ向けた大きな一歩が踏み出
されました。今では、その効果を財政担当課として強
く実感しています」とのお言葉をいただきました。

【参考】研修会資料（1）

~ＦＵＴＵＲＥ ＤＥＳＩＧＮ~

財務省東北財務局

R2.11.26 村田町財政研修会

バックキャスティングで
村田の未来を考える
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今後の行財政運営のあらゆる場面において、“バッ
クキャスティング”思考を忘れずにいることで、今
回、各課の垣根を超えて議論した“理想の未来”が現
実の未来になることを期待せずにはいられません。

（ウ）簡易分析版での研修会の実施
前述の（1）の「全団体に対して財務分析結果を提

供」をきっかけに実現した事例を紹介させていただき
ます。
山形県飯豊町は行財政改革の真っ只中にあり、改革

内容を検討していくにあたり、財政の理解を深めてい
く必要があるとの問題意識を持っていたようです。
そうした折、山形財務事務所が提供した財務分析結

果に関する資料を見た町の財政担当課の方が「これは
活かせるかも」とお考えになり、山形財務事務所に対
して「財政勉強会」の開催の要望がありました。
研修会の内容に関し、「基本的なところから丁寧に

説明してほしい」との要望を受けたことから、基本的
な用語の説明も行いつつ、他団体との比較を織り交ぜ
ながら説明を行いました。
参加者からは、「かなりの危機感をもって取り組む

必要があることを認識した」、「分析指標を家計に例え
た説明がわかりやすく、類似団体・県内団体との比較
により、本町の立ち位置を確認することができた」と
の感想をいただきました。
今回、飯豊町で開催した研修会は、“簡易版”の分

析結果を基にした説明とはなりますが、いただいた感
想のとおり、内容の濃いものとなっております。
興味があってもコロナ禍で開催を遠慮している団体も

あるかもしれません
が、オンラインを活
用した研修会も可能
であることから、東
北財務局としては、
さらに多くの団体で
開催していきたいと
考えています。

4東北各地への広がり
当局の幹部が管内の市町村長にお会いした際に財政

研修会などの取組を紹介すると、大変光栄なことに次

のようなご感想を頂戴します。
「「まちの家計簿シミュレーション」はとてもいい取
組だ。ぜひうちでもやってほしい」
「周りの首長から良い噂を聞いている」
「うちの財務分析をしていただけないか」
「職員の人材育成に活用したい」などなど…。
また、財政課の方からは、
「財政課からいくら言っても職員は聞いてくれない
ので、財務局から職員や議員に対して、まちの財政状
況について説明してもらえないか」
「首長に財政バランスを意識した運営をしてもらう
ためにも、財政状況を包み隠さず伝えてほしい」
「無料でやってもらえて助かる（笑）」などなど…。
こうした団体側の感想が口コミなどで少なからず広
まっているのでしょうか、財政研修会の取組は東北各
地で広がっています。

【参考】東北財務局　財政研修会　開催実績
開催年度 実施団体

令和元年度 藤里町（秋田県）、 
涌谷町・利府町・岩沼市（宮城県）

令和2年度 大槌町（岩手県）、村田町（宮城県）、 
飯豊町・戸沢村（山形県）

令和3年度 
（予定）

青森県2団体、岩手県2団体、 
山形県1団体、宮城県4団体、福島県3団体

※令和元年度以降の実績。（令和3年度は3月末時点）

5おわりに
財務局の“使命”は「地域の特性を踏まえた施策を

「実施」し、「地域に貢献」する」ことです。
東北財務局の局長の原田が常々言っていることです

が、私たちを取り巻く環境は、デジタル化・人口減
少・気候変動という3つの大きな変化が起きており、
未来は過去の延長線上にはなく“変革”が求められて
いるのではないでしょうか。
財務局では、団体が抱える課題やニーズに対する支

援を通じて、今後も持続可能な地域社会実現へのサ
ポートを実施してまいります。

【参考】研修会の模様（山形県飯豊町）
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持続可能な地域社会実現へのサポート 
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