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ちなみに、個人均等割の市民税は、市民税全体の中で占める

割合が少ないので変化に与える影響は無視する。

法人税

均等割→法人市民税の中で占める割合が少ないので、変化

に与える影響としては無視する。

法人所得割→法人数＝生産人口数で算出

ｎ年後の所得割法人市町村民税

＝現在の所得割法人市町村税×ｎ年後の法人数／現在法

人数

ここで、均等割と同様に法人数が生産人口に比例するとし、

ｎ年後の所得割法人市町村民税

＝現在の所得割法人市町村税×ｎ年後の生産人口数／現

在生産人口数

なお、本来的には経済成長率を含めて考えるべきだが、経済

成長率を見込むと、物価上昇率等も見込まねばならなくなるた

め、考慮外とした。

・法人事業税

政令指定都市は法人事業税を取れるとすると、さいたま市で

はこれが入る。基本的には法人所得割市町村税と同様と考えら

れるので、一括して法人税として推計した。

なお、現行は所得および清算所得の9.6％が基本税率だが、

総務省の2001年提案（http: / /www.soumu.go. jp/news/

011225h.html）によると、所得割３：付加価値割２：資本割１にする

案がだされており、変わる可能性がある。

・固定資産税・都市計画税

所帯数に比例して増加する方向と、2003年度に行われる評

価替えで確実に見込まれる単価の減少をする方向の両方があ

るため、互いにキャンセルするものとして現状と同じと仮定した。

（長期的には、地価は、日本全体の人口減の影響を受けて下落

し続けると考えられる）

　

・市町村たばこ税

喫煙率および税率によって大きく変わり、予測しがたいので現

状と同じと仮定

　

・地方消費税

国レベルでは将来的に消費税が増税されると想われるが、不

確定要素が大きいので現状と同じと仮定

　

・自動車税／軽油取引税

現在と同じと仮定。

　

・独自課税

必要になると考えられるが、ひとまずはないものとした。（推計

後、必要性が認識されるというロジック）

安堵ない人は次期羊の夢をみるか別版──財源推計の概要 （試算根拠）

■歳入予測

●地方税

・市町村民税

個人税

個人割の市長村民税は、基本的には生産人口（20～64歳人

口：一般には15～64だが、大卒が多い現状では20歳以上とす

べきと考える）の変化に応じて増加すると考え、以下のような計

算式とする。

　ｎ年後の市民税＝

現在の市民税×ｎ年後の生産人口／現在の生産人口

なお、個人の場合、世帯主が課税対象単位だが、ｎ年後も世

帯人数平均が変わらないと仮定する（実際には高齢化に伴い

減ると想われるが）と、経年変化においては世帯数への換算定

数はキャンセルされるため世帯数でなく生産人口を基本単位と

してもかまわないこととなるので、生産人口を変数として用いる。

また、個人所得割市税の場合、高齢者を無視するのは本来的

には問題かとも想うが、今後の年金状況を勘案すると、高齢者の

支払う市民税が多いとは考えづらい。さいたま市の場合は、生

産人口も少なくとも12年ほどは増え続けると推算されているの

で、その延び率分を現在の市民税額にかけることで一定分の

納税する高齢者の人数増分は担保されているとみなした。

■財源推計の前提

「安堵ない人は次期羊の夢をみるか」本紙にも記したが、財源

推計を行うにあたって、基本的な前提条件を以下のように設定

した。

・インフレ・経済成長やデフレなどはないものとした。

・発生主義ではなく、現金主義を採用した。

よって、資産の減価償却や、退職金引き当て、債権の時価

評価などは行わないこととした。

・国の各種制度は現状のまま維持されるものとした。（現時

点で明確に分かっているものはある程度配慮）

・一般会計のみについて考え、特別会計については原則と

して考慮外とした。

・今後の財源推計の基本とした2003年度予算は、来年度に

限って増加していると想われる要因（新浦和橋の無料化

に伴う工事や地方債一括償還、区役所や西部体育館・中

学校給食センターの建設費など）を差し引いた数値とし

ている。

・さいたま市職員の年齢別構成の分かる資料は見付けら

れなかったため、級別人員構成資料をもとに、ほぼ完全な

年功序列制度があると仮定して退職金などを計算した。

・予測の変数の基礎となるさいたま市の人口推計は、「さい

たま市総合振興計画策定のための基礎調査報告書」に

掲載されているものを用いた。
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●地方交付税

・普通交付税

普通交付税は本来的には、基準財政需要額と基準財政収入

額の差で決まるが、細かく計算することは資料・知識・時間不足

でできなかった。

よって、極めて単純に、現在の普通交付税が、人口増に比例

して増加するとしての計算を基本とした。すなわち

ｎ年後の普通交付税

＝現在の交付税額×ｎ年後の人口／現在の人口

もちろん、普通交付税として案分されてくる中には、過去の地

方債への充当分も含まれているので、それらについては逐次、

事業ごとに計算し直す必要がある。しかし、そのためには全く資

料がないため、現在の普通交付税もｎ年後の普通交付税も（後

述する合併特例債充当分を除いて）同様の比率で地方債充当

分が含まれていると看做して無視させてもらった。

また、さいたま市の地方税収入などがあがって自主財源が増

えれば、当然、交付税は減ることになるので、全体の歳入－歳出

額が減少した場合は、その分、交付税を減らすこととする。（実

際に計算すると幸か不幸かそういうことはなかったが…）

ちなみに、普通交付税の算出に関わる基準財政需要額・基

準財政収入額共に、多くは面積および人口が測定単位として用

いられており、さいたま市のことを考えた場合、岩槻等との合併

をとりあえず別とすれば、面積は増えないので、多くの行政サー

ビス（＝測定単位）は人口との関係で決まると看做すこととする。

もちろん、高齢者福祉や児童福祉などは、年齢別人口によっ

て大きく変わる。そのため、本来的には、その関係行政項目の

み、別に推計しなければならない。しかし、その細目をつめるこ

とは限られた時間と情報では困難である。そこで、より大きな視

点に立って考えると、高齢者福祉が必要なのは全国同様（と、い

うより10年ぐらいのタイムスパンではさいたま市よりも深刻なとこ

ろが多数）である一方で、（大インフレやバブル的な景気向上、

増税でもないかぎり）国の財政は持ちこたえることが大変であ

り、なんらかの対処策がつくられると想われる。その際、高齢化率

が高いところが優先され、高齢化率の低いところはなんとか自

力でやってくれ、と言われる可能性がある。そのことも勘案し、他

の行政サービスと同様に人口との関係で決まるとする。＊
＊2002年度版の『地方交付税のあらまし』（地方交付税制度研究会編）p27の表によると、教育費はおおむ

ね児童・生徒数が、厚生労働費のうち高齢者保健福祉費は高齢者の人口が、経常経費の測定単位となっ

ている。その他については、おおむね人口（世帯数）や面積が測定単位とされているとみなせる（道路面

積等社会資本は増加しないと仮定）。

一方、補正係数のうち、さいたま市の場合に重要なのは、2003

年度の政令指定都市指定により態容補正がなされる一方で、

合併・大規模化によって段階補正がなされることである。2003年

度以降の財政推計にあたっては、2003年度の普通交付税をも

ととして考えれば、既に態容補正がなされているため、以降の推

計にあたって、その増額分を見込むことはできない。反面、段階

補正については、とりあえず合併特例法の特例期間が終わるま

では見込む必要がないが、合併特例法の地方交付税算定上の

特例期間は10年であり、その後５年間の激減緩和期間に徐々に

減って行くことが定められているため、さいたま市においては

2000年の合併（岩槻等との合併についてはとりあえず措いてお

く）後10年経った2010年以降は地方交付税が減額していく。

よって、

ｎ年後の普通交付税

＝現在の普通交付税×ｎ年後の段階補正率×ｎ年後の人口

／現在人口

となる。

2010年以降の減額後の数値としては、『地方交付税のあらま

し』p38で、人口40万人（合併前の大宮・浦和市の人口概数）と

人口100万人との差が約１割なので減額が１割程度と仮定する。

そして、2010年度より、徐々に減らして算出した。

なお、1953年からのいわゆる「昭和の大合併」時にも、「特例期

間内は「合併前の合算額を下回らないように算定する」という規

定があったにもかかわらず、54年には…中略…財源保障システ

ムがくずれて…中略…国の合併に対する財政支援策は事実上

反古にされた」（『市町村合併と自治体の財政』川瀬憲子著・自

治体研究社・2002年刊より。同様の指摘は『市町村合併』佐々木

信夫・筑摩書房でも言及されている）との歴史があるが、ここで

は「お国」を信じることとする。

・地方特例交付金

「市町村民税所得割及び法人税割の減収見込額の４分の３に

相当する額から、たばこ税の増収見込額を控除した額」（総務

省2002年地方特例交付金算定方法：http://www.soumu.go.jp/

s-news/2002/020726_6.html　より）であるため、ｎ年後の予測は

難しい。

よって、とりあえずは現状のまま交付されると仮定する。

・合併特例債充当分交付税

合併時の地方債については、普通交付税措置が７割与えら

れることとなっているため、2003年に増大した地方債の増加分

がこれだと看做して、2013年にもらえるものとし、

2013年の合併特例債充当分交付税

＝（2003年の地方債－2002年の地方債）×0.7

となる。

●国庫支出金

・国庫負担金

地方財政法によると（地方分権推進委員会資料：http://

www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/iken/besshi1.html）経常

的国庫負担金の多くは、教育および福祉（生活保護・高齢者福

祉・児童福祉）である。

よって、それぞれについて対象人口に比例して増えることとし

た。すなわち

ｎ年後の社会福祉・障害者福祉国庫負担金

＝現在の国庫負担金×ｎ年後の人口／現在の人口

ｎ年後の高齢者福祉国庫負担金

＝現在の国庫負担金×ｎ年後の高齢者数／現在の高齢者数

ｎ年後の児童・教育関係国庫負担金

＝現在の国庫負担金×ｎ年後の児童数／現在の児童数

と看做すこととする。

　



ど

安 堵 な い 人 は 次 期 羊 の 夢 を み る か

10

・国庫補助金

特定施策に密接に結びつくので、予測は難しい。また、見直し

気運もでているので、国財政の危機的状況を勘案すると減って

行くと考えられる。とはいえ、政治的状況も勘案して、現状と同様

と仮定する。

・国庫委託金

、現状と同様と仮定する。

●地方譲与税

・道路特定財源

政令指定都市となることによって、石油ガス譲与税、軽油引取

税交付金、自動車取得税交付金が国および県から委譲され、

交通安全対策特別交付金が増額される。

ただし、これについてはｎ年後も同じと仮定する。

　

・その他

宝くじ発売収益金や地方道路譲与税が政令指定都市になる

ことで一般市より増える。これについては政策的判断による（宝

くじの発売頻度等）が、とりあえずｎ年後も同じと仮定する。

●その他収入

・使用料及び手数料

現在と同じと仮定。

ただし、さいたま市が提供するサービスのうち純粋な公共財

は少なく、準公共財的なものが多いことを勘案すると、負担能力

を勘案しつつ応益に応じた使用料徴収が必要となるとの考え

方もある。ちなみに、さいたま市の各種施設について使用料収

入が経費（維持管理に関わる需用費・委託費のみで、減価償却

費はもちろん人件費や事業費も入れていない）に占める割合

は、大宮ソニック市民ホールなどの効率の高い施設を除くとお

おむね３割程度のところが多いことを付記しておきたい。なお、

地方財政の効率をあげるため、「自治体が行った投資による収

入の増加分については、基準財政収入への組み入れ率を下げ

ることも検討すべき」（『現代日本の政治過程』小林良彰・1997年

より）との意見もある。

　

・財産収入

とりあえず現状と同じままの収入があるものとする。

　

・寄付金

全体に占める割合があまりに少ないので無視する。

　

・繰入金

現在と同じと仮定。

　

・諸収入

現在と同じと仮定。

●地方債

財政の健全性を勘案して、各年度に返済した公債費の利子

分を割り引いた額を限界として発行することとした。なお、償還

期間を10年、利子率を年1.3％の複利として（『2002年度・地方

債のあらまし』地方債制度研究会発行の33ページにある東京

都債と同様とした。）計算し、

各年の地方債額

＝当該年の公債費×0.987^10

もちろん、これを超えて発行することもできるが、そうなると、地

方債の借入金残高が増大していき、自治体の財務が悪化する

こととなりかねない。

■歳出予測

財政推計にあたっては、経常経費の推移が重要なので主に

性質別分類で考えることとする。

●人件費

人件費の将来予測にあたっては、給与（賞与等を含む）と退

職金を別に考える必要がある。（発生主義会計であれば不要だ

が、さいたま市では2002年９月30日現在の職員退職手当基金

が240万円ほどであるため、別扱いする必要があろう）

定年退職に伴う退職金は、定年退職者数×一人あたり退職

金で与えられる。さいたま市の場合、現在の退職金を７級の平均

給与53万円強の45カ月分と仮定して約2400万円となる。（平均

給与数値および各級人数・年齢は『市政要覧』p39、退職手当規

定は『2003年度・予算説明書』p206による）

そして、さいたま市においては40歳代後半から50歳代前半の

あたりの人々の人数が各年齢ごとに372人（行政職は186人程

度と推算されるので、その倍）いると仮定し、現在と同じ退職金

が支払われると仮定すると、それらの人々が退職を迎える2010

年頃から、現在の定年退職者（行政職は86人程度と推算される

ので、その倍の年間172人と仮定）よりも198人増加するので、

2010年以降の人件費

＝現在の人件費＋2400万円×198人＝約48億円

となる。

なお、定員増やベースアップはないものと仮定している。

●扶助費

扶助費は、主に、生活保護、児童福祉費、障害者福祉費、老

人福祉費などからなる。よって、

ｎ年後の生活保護費

＝現在の生活保護費×ｎ年後の人口／現在の人口

ｎ年後の障害者関係扶助費

＝現在の障害者関係扶助費×ｎ年後の人口／現在の人口

ｎ年後の児童福祉費

＝現在の児童福祉費×ｎ年後の児童数／現在の児童数

ｎ年後の高齢者関係費

＝現在の老人関係費×ｎ年後の高齢者数／現在の高齢者数

となる
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●物件費

さいたま市2003年度予算書記載の委託費のうち、民生費関

連のもののみを抜き出し、扶助費と同様に、それぞれの対象人

数に比例して増加すると考えた。他の委託費等も職員定員管

理を行う一方で行政サービスが増えるとなると増加が考えられ

るが、PFI等に期待して（一昔前は第３セクターに期待したものだ

が…）現状と同じレベルで止まると仮定した。

●補助費等

扶助費と同様に、その対象人数に比例して増加すると仮定。

●維持補修費

現在と同じと仮定。ただし、表では政令指定都市化による費

用増分（区役所維持費および国・県道維持費）を明示した。ちな

みに、区役所維持費は予算書掲載数値を利用。国・県道維持費

は、2003年の維持費－政令指定都市前の2002年の維持費で算

出した。実際には、政令指定都市となったことで、衛生研究所費

用・定時制高校人件費・道府県教職員任免研修費も増えてい

ることと、政令指定都市発足時に建設した区役所等の建物の設

備耐用年限が2018年ころにくることにも注意が必要。

なお、政令指定都市になった場合の道路維持費の増額は

もっと多いという情報もある（『市町村合併と自治体の財政』）こ

とを付記しておく。

●繰出金

繰出金のうち、占める割合が大きいものは、下水道特別会計、

老人保健事業特別会計、国民健康保険特別会計、介護保険特

別会計および病院会計への補てんである。

このうち、老人保健事業特別会計は高齢者の人口増と医療

の高度化によって、介護保険特別会計への繰出しは高齢者の

人口増に伴って増額すると仮定。国民健康保険特別会計と病

院会計への繰出しは、医療の高度化と総人口増加に比例する

と設定した。

なお、医療の高度化による増加率は２％に設定した。（『ウェル

カム・人口減少社会』藤正巌・古川俊之著、p174より）

下水道関係については、2001年時点の普及率78.8％でその

年の整備面積が148.3haであった。さいたま市の面積は168.33

平方キロであるため、その78.8％は132.64平方キロ＝13,264ha

となり、残る3,569haを現在のペースで整備していった場合、あと

24年かかり、現在の総合振興計画の期間中はまだ完了しない

計算となるため、現在と同じペースで繰出しが続くものとした。ち

なみに、2001年段階での水洗人口は71.4％であったが、残りの

殆どは浄化槽が整備されており（汲み取りは２％）、浄化槽を合

併処理槽にするなどの対案が考えられてもよい（実際、2003年

度予算で、清掃総務費の中に合併処理浄化槽設置補助事業

が行われている）のではないか。また、最近のマンションには、

ディスポーザーを設置している物件が多いようで、下水処理場

の負担増しいてはコスト増につながると考えられるが、とりあえ

ずは無視した。なお、下水道特別会計の歳出で公債費の内訳

をみると、元金66億、利子62億と半分が利子であり、また市債と

して新規に51億を借り入れているので、差引きで、その1560億

におよぶ地方債はほとんど償還されないまま（利子分を借り入れ

て支払って債務支払いを猶予してもらっている状態）であるこ

とも付記しておきたい。

●公債費

調査した2001～2003年度に振り出した地方債については、償

還期間を10年、利子率を年1.3％の複利として（根拠は前出）計

算した。すなわち、例えば

2013年の公債費

＝2003年度に発行した地方債×（1.013）̂10

＝2003年度に発行した地方債×1.14

となる。なお、2000年度より前の地方債については調査してい

ないため、2003年度の公債費と同じと設定した。（ちなみに、

2002年度末の一般会計地方債残高の2337億について10年返

済・３％──郵便局・簡易保険の2002年度運用収入が3.05％と

なっている──と仮定すると１年めには290億ほど返却が必要

なので、2003年の公債費281億円と近似する）

よって、2004～2010年の公債費＝281億円とした。

なお、1995・96年度に発行された減税補てん債については、

2004年度に一括して償還する措置がとられているが、これにつ

いてはとりあえず無視した。

ちなみに、一般会計以外でも、下水道事業での約1530億円を

筆頭として用地先行取得関係の170億円、浦和駅東口特別会

計の42億円など、総計1,804億円と一般会計の地方債合計額

2,094億円に匹敵する特別会計の債務や、水道企業債の約959

億円、病院企業債の約44億円があることにも留意が必要。

また、基金として、土地開発基金に約78億円の土地と6億円の

現金が計上されているが、この土地の現在価値による評価額は

不明である。

●貸付金、投資および出資金

現在と同様とする

●積立金

地方債以外の総収入から、投資的経費を除いた支出を差し

引いて残った金額の１割を積立金に廻すと仮定した。

●普通建設事業費

投資的経費であるため、歳入額－建設事業費以外の歳出額

として算出した。

ただし、合併・政令指定都市づくりで多大な建設等事業が行

われており、2004年度以降の継続費として33億円が、2003年度

以降の債務負担行為のうち金額が確定しているもののみで約

300億があるため、それらは本来的には固定的な経常経費と同

様に考える必要がある。（債務負担行為としては、埼玉高速鉄

道の借入金のうち、埼玉県が損失補償した場合の経費の1/15

を支払うこととなっていることは金額が大きくふくれる可能性が

あるので注意が必要）


