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はじめに
ご紹介いただきました、総務事務次官の岡崎でございます。本日はよろしくお願いいたします。
都道府県市町村振興協会の事務局長会議ということで、市町村振興宝くじ、いわゆるサマージャン

ボ宝くじが、皆様の仕事の中心的存在ではあると思いますが、今やサマージャンボもすっかり夏の定番
になりました。毎年、いろいろな工夫をしながら、くじの内容についても工夫しながら、目標額達成の
ため努力しているということであります。今年もまた十分な発売額を確保し、皆さま方の活動に必要な
財源が確保できるように、我々も努力しますので、皆さま方もぜひご協力をよろしくお願いいたします。
さて、本日は、大きく分けて、地方財政、地方税、地方行政の 3つの話題をお話したいと思います。
このうち、特に今の時期ですので、最初に今年の地方財政計画に至る経緯など地方財政について、
それから年末に改正された消費税の増税等も含めた地方税制のお話、最後に、地方自治法の改正案
というのを国会に提出いたしましたので、その地方行政の話をさせていただきたいと思います。

今年の地方財政計画に至る経緯について
例年12月に地方税を含む税制改正大綱が決まり、それを踏まえて、収入を見込んだ上で、国の予
算および地方財政対策を決めるというのが年末の段取りとなっていますが、昨年の場合には、夏ごろ
から地方財政について色々な議論がございました。
一昨年の12月に政権交代があり、自民党、公明党政権になりました。その後、平成25年度の地方
財政対策、予算編成を終えて、いわゆる「骨太の方針」を復活させようということで、「経済財政運
営と改革の基本方針について」（25年 6月14日閣議決定）を作成しました。
この中で、国・地方のプライマリーバランスについて、現在、GDPに対して約 6 ％ある赤字を、
2015年に半分に、そして2020年にはその年の歳出・歳入の不足額をゼロにする（プライマリーバラ
ンスの黒字化）という目標を立てています。
この目標に沿って、消費税を今年 4月から 8 ％に、来年の10月に10％にする予定になっておりま
すが、消費税を上げても経済成長をきちんと確保した上で、目標を達成するのは難しいという認識の
下に様々な議論がされました。
このとき、地方財政については、「歳出特別枠」についての議論が中心となりました。というのは、
平成20年にリーマンショックがあり、地方税が相当の減収となったときに、何とか地方の財源を確
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保しなければいけない、また、実際にリーマンショック後の不況対策、雇用対策を地方がやってい
かなければならないということで、地方財政計画を通常必要な歳出を見込んだ上に、さらに特別に歳
出枠を上乗せしました。これがいわゆる「歳出特別枠」というものです。
その分、地方の仕事は増えており、しかも、それは国がある程度頼んでやってもらう雇用対策なの
で、その財源は100％、交付税特別会計に組み入れるというようなことをしました。これを交付税の「別
枠加算」と言っています。「歳出特別枠」は、リーマンショック後だんだんと増えてきまして、平成
25年度には、約1.5兆円、つまり通常の歳出のほかに、1.5兆円分の仕事が特別に増やされています。
しかも、 1兆円分ぐらいは国が全部負担するということで、交付税特別会計に 1兆円の国費を先
入れしています。それが歳出特別枠（1.5兆円）を膨らませ、交付税特別会計には国が100％加算す
る分が約 1兆円余計に入っているというような状況にあるので、リーマンショックからだいぶ経っ
て、そろそろ経済も平時モードに戻りつつあるのだから、特別の上乗せなど、非常時モードはもうそ
ろそろそれはやめよう、つまり平時モードに戻そうという議論がされており、「骨太の方針」などには、
そのようなトーンで地方財政のことが書かれています。
その後、「当面の財政健全化に向けた取組等について－中期財政計画－」（平成25年 8月 8日閣議
了解）というのを政府で作りましたが、それにも同じようなことが書かれています。「地方財政につ
いては、国の歳出の取り組みと基調を合わせながら、地方の一般財政については確保するけれども、
一方で歳出特別枠等のリーマンショック後の危機的対応モードから、平時モードに切り替えを進め
ていくべきだ」というような議論がされました。
歳出特別枠は、もうやめようということになると、地方の仕事、つまり歳出がそれだけ減らされま
すので、当然、交付税も減らすという議論が特に財政当局、財務省のほうから強く言われたわけです。

平成 26年度地方財政対策について
そんな議論をずっとしてきまして、年末に、これらをどうするかを決めたのが、この資料 1の結論
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であります。
まず 1つ目が、地方団体が一番気にしております一般財源の総額（地方税や地方譲与税など、地
方が自由に使える財源の総額）です。これについては、「社会保障の充実分等を含め」とありますが、
消費税が上がると、増税分の収入のうち、一定部分については、社会保障の充実に回さなければな
りません。そういった社会保障の充実分を含めて、さらに充実をして、一般財源の総額で60.4兆円
という額を確保いたしました。前年よりも0.6兆円増えていますが、これは史上初の60兆円台の額を
確保しております。従いまして、地方の皆さま方が仕事をする上で、当面十分な一般財源を確保で
きたのではないかと思っています。

次に、金額を見ていただきますと、アベノミクスの効果もあるのか、地方税が約 1兆円増えてお
ります。地方譲与税は、国税もよくなり、地方譲与税に回ってくる額も増えるということで、0.4兆
円の増。交付税もほぼ横ばいですが、その中で、いわゆる赤字地方債である臨時財政対策債を大幅
に減らすことができました。従って、いわゆる歳入構造の質的な改善をしながら、かつ総額を膨らま
すことが出来たということで、それなりに大きな結果が得られたのではないかと思います。

⑴（一般財源総額について、社会保障の充実分等を含め、平成25年度の水準を相当程度上回る額
を確保）の参考になりますが、消費税も増えますので、社会保障の充実をしなければいけません。子
育て対策等も充実するという、新しい仕事に取り組む分として、地方が必要な一般財源が0.35兆です
から、これを上回る増額をしたということで、当面、全国の県市町村の仕事には支障はない総額を
確保できたと思っています。

⑵（歳出特別枠・交付税の別枠加算の確保）が先ほど、昨年夏に議論になったと申しましたが、特
別に上乗せしているという部分、いわゆる歳出特別枠（1.5兆円）については、実質的に確保しました。
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0.3兆円を別枠にした上で、1.2兆円確保しましたとあり、交付税の別枠の加算というのは、0.99兆円、
これは縮小したけれども、確保したというようなことを書いてあります。
これは少し分かりづらいので、詳しく説明すると、資料 2が今年の地方財政対策（歳入歳出）を
表にしたものです。表の右側が歳出で、歳出特別枠というのは、一般行政経費の下の「地域経済基
盤強化・雇用等対策費」となります。これが特別に上乗せしていた部分であり、25年度は1.5兆円となっ
ております。名前は「地域経済基盤強化・雇用等対策費」なっていますが、これがリーマンショッ
クの後でいろいろな名目で上乗せしてきたものです。
これについて、平成26年度は、1.5兆円から1.2兆円に減っています。0.3兆減ったのはどこへ行っ
たかと言いますと、一般行政経費の中に「地域の元気創造事業費」という枠があり、0.35兆円となっ
ており、ここに持っていっています。
つまり、いつ潰されるか分からない特別枠（地域経済基盤強化・雇用等対策費）については0.3兆
円減らしたけれども、その分はむしろ一般行政経費の中の恒久的なものとして位置付けたということ
であり、実質的には1.5兆円を確保しつつ、さらに暫定枠を減らして、恒久枠を増やしたという形になっ
ています。

給与関係経費について
資料 2の歳出の一番上に「給与関係経費」というのがございます。昨年は、国家公務員の給与削
減を国が 2年間しているので、地方も協力して欲しいということで、地方の皆さんにも給与を下げる
お願いをいたしました。平成25年度の地方財政対策は地方公務員給与削減が前提で組まれましたの
で、給与関係経費が本来の額より約0.8兆円下がっていました。この分の額をどこに持っていったか
というと、この下の方にある「給与の臨時特例対応分」という部分で、減らした0.8兆の給与関係費
については、地方が使うという格好にしたのが下の 2つの事業費です。
一つが「緊急防災・減災事業費」という全国的に展開する災害対策事業に使うものが0.45兆円、
それから「地域の元気づくり事業費」という、地域の元気づくりに使おうということで0.3兆円を、
皆さんの協力で給与を減らした分の財源をここに持ってきて、地方で使うことといたしました。
ところが、平成26年度は、もう国家公務員給与削減をやめようということになりました。今月（平
成26年 3月）をもって国の給与削減は法律どおりやめて、新しい削減はしないということに、昨年
10月に官邸とも相談して、結論を出しました。そうすると、地方にも地方公務員給与削減を要請し
なくなりますので、地方財政計画でも給与関係経費は0.6兆円も増額されました。
この給与関係経費が復元されるということは、下にある「給与の臨時特例対応分」（0.8兆円）の
財源はもうなくなってしまいます。この財源はなくなるけど、では、「地域の元気づくり事業」はや
められるかというと、やめられないので、さっき申し上げた、一般行政経費のうちの「地域の元気
創造事業費」に持っていきました。ですから、給与関係経費を財源にしたものがほかの財源に振り
替わって生き残ったのが、「地域の元気創造事業費」0.35兆円となります。
もう 1つ、「緊急防災・減災事業」というのは、南海トラフ地震なども危惧されており、いつまた
大きな災害が来るのか分かりませんので、給与関係経費の削減がなくなったからと言って、やめるこ
とは出来ません。これも残さなければいけないということで、投資的経費の中に、若干増額し0.5兆
円を盛り込みました。この財源は地方債を中心に組みますが、とにかく、いつでも仕事はできるよう
にしようということにしております。
このように、歳出特別枠（H25年度1.5兆円）については、そのうち0.3兆円を、去年の給与財源でやっ
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たような仕事をしっかりとやることにして確保した上で、1.2兆円は相変わらず上乗せされています。
ですから、今後、この1.2兆円の歳出特別枠については、今年の夏以降、これを減らすというような
議論も出てくると思います。ただ、我々とすれば、リーマンショックの後といっても、まだまだ地
方財政は厳しいですから、単純にこれをゼロにすることは出来ないということを申し上げています。
もう 1つ、資料 1のところで、0.99兆円の別枠加算の話がありました。これは、特別枠の財源で
もありますが、国が0.99兆円はとにかく交付税特別会計に入れるという話でしたが、それについては
減らしてくれということで、多少協力しなければいけないかということもありました。
それについては資料 3をご覧いただきますと、折れ線グラフの部分が地方税と譲与税の額でありま
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す。リーマンショックの前は、大体、平成19年、20年で約41.1兆円ぐらいの額がありました。リー
マンショックで34兆円ぐらいまで一気に落ちてしまい、23、24年は35兆円ぐらいの規模で推移しま
した。 6兆円以上落ちたということです。　
現在は、37.8兆円というのが26年の見通しなので、かなり戻って来たと言えます。ただ、このうち
0.5兆円は消費税の増税分であるので、実際には37.3兆円ぐらいですから、実は 6兆円へこんだのが
2兆円ちょっと戻りましたというだけであります。
リーマンショックから完全に回復していないが、 3分の 1ぐらい戻ったからということで、 1兆
円のうち 3分の 1程度は減らすという、資料 1の⑵にあるように、0.99兆円を0.61兆円だけ残して、
あとはやめたわけです。ですから、逆にいうと、リーマンショックの前の水準ぐらいまで、税収など
が戻らない限りは、これはなかなかやめられませんということをお話しました。
今の姿を分かりやすくしたのが資料 4です。歳出の中の真ん中辺にある、「地域経済基盤強化・雇
用等対策費」が1.5兆円だったのが1.2兆円になりましたが、減った0.3兆円は左にある、「一般行政経
費」の中に入っているわけです。歳入の方は、地方税・譲与税の右側に「臨時財政対策債（元利償
還分）」というのがありますが、地方交付税の額（16.9）の中に、別枠加算（0.6）とあります。もし、
別枠加算を全部やめてしまうと、法定率分が減りますので、国と地方が折半している部分が、0.6兆
円増えますので、赤字地方債が0.3兆円増えるということになります。
ですから、この折半分の 2分の 1持つ分が今、0.6兆減らされているわけですが、いずれにしても
こういうことで、臨時財政対策債は右下の、今回の赤字を埋める分と今までの元利償還分を足して、5.6
兆円という額で収めているということでございます。

地方法人税の交付税原資化について
最後に、今回、資料 1の⑸にある地方法人税の交付税原資化というのを実施することにしました。
ご案内の通り、消費税が増えることで、地方消費税も増えます。そうすると市町村に 2分の 1分、
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県が半分、市町村が半分行きますから、地方消費税交付金も増えるわけです。
そうするとどのようなことが起きるのか。資料 5を見てもらうと、左側は交付税の交付団体です。
もちろんこんなに粗っぽくありませんが、消費税が引き上げられた場合、地方税の部分は増えますが、
当然その分、交付税は縮みますので、歳入全体はそんなに増えません。ところが、右側の既に裕福
な交付税の不交付団体について言えば、消費税引き上げで増えた分の収入は丸々収入になるわけで
す。ですから、今でさえ不交付団体と交付団体との間では財政の格差があると言われているのに、そ
れが今度の増税でさらに広がるという問題が生じることになります。
これは何とかしないといけないだろうということで、何とかするためには、右側の不交付団体のよ
うな団体に入る収入を少し減らして、交付団体に回る交付税の総額を増やすのが一番いいだろうとい
うことになりました。不交付団体にたくさん入る収入は何かというと、やっぱり法人関係税です。そ
れで資料 6のとおり、今回は法人住民税の法人税割について、交付税原資化を行おうということに
なりました。
今、法人住民税の法人税割は、国の法人税の額を課税標準とします。国の法人税の額の 5 ％相当
の額を都道府県が（都道府県民税法人税割）、12.3％相当の額を市町村が（市町村民税法人税割）取っ
ているわけであります。合わせて17.3％、これを下げようというわけです。これを下げることによっ
て一番影響を受けるのは、法人がたくさんあるような豊かな団体が一番影響を受けるわけです。
そして、その下げた分、両方足しますと4.4％下がりますので、これについては「地方法人税（仮称）」
という新しい国税をつくりまして、税務署で集めてもらう。それが全部地方に回るような仕掛けにし
ました。その入った額は全部交付税特会に直入をするということであります。かつ、偏在是正によ
り生じる財源については、地方財政計画に歳出に上乗せします。従って歳出が増えますので、全部
地方に行くことになり、交付税額の純増になるわけです。

影響額は0.5兆円とありますが、大体平年のベースでは、この 5年ぐらいで平均すると実際は0.6兆

資料 6



地方行財政の課題

円ぐらい。今、景気もよくなっていますから、これで地方税が減り、国税に行くだろうと。0.6兆円
と言いますが、法人税収入は東京が大体 4分の 1ぐらいのシェアがありますので、そういう影響は
都会を中心に生じます。しかし、それは交付税になっていきますので、交付団体はその分が全国的
にいうと0.6兆円ぐらい増えるわけですね。交付税の調整だけでは、不交付団体についてはどうしよ
うもないわけですから、税と絡めて交付税をセットしたというのがこの仕掛けでございます。

不交付団体の影響を考えて、都道府県税の「地方法人特別税」の特別措置は縮小したというよう
なことをやっておりますけれども、いずれにしてもこういうことで大都市部からは反対もありました
が、いろいろ議論をした上で、こういうことをすること決めました。
これでだいぶ豊かな団体と財政の厳しい地方の団体との格差是正に貢献できるのではないかなと
思っております。

交付税算定の見直しについて
財政の話でもう 1点だけ、合併算定替のお話をいたします。平成の大合併で、市町村の皆様に努
力していただき、市町村数は大幅に減少しました。それが大体10年前です。合併するときの約束で、
合併特例債と併せて、交付税の算定について、10年間は今までの合併前の市町村単位で計算をした
交付税を合算する（合併算定替）ということで、総額を維持してきましたが、10年経ちますと、そ
こから 5年かけて段階的に減らし、新団体単独で算定する方法（一本算定）に移り変えるという約
束でございました。平成の大合併から10年目を迎えて、平成26年度は、いよいよ減り始める団体が
24団体に増えてきます。27年度には、215団体になり、28年度に337団体が交付税の特例が切れます。
全国で今、合併算定替で増えているのが約0.9兆円ありますので、特例が切れると、それがなくなっ
てしまうわけです。個々の市町村においても減額になる団体がほとんどなので、何とかしなければい
けないということになっております。
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かといって、約束ですので、10年経ったからといって、方式自体は変えることは出来ません。と
すると、一本算定にするが、合併したような広い面積、あるいは支所が沢山あるような団体について
は一本算定自体の算定額が増えるようにする。つまり、着地点自体を上げなければいけないというこ
とで、今作業をいたしております。
その中身として、 1つ目は、合併団体はどうしても支所の経費がかかるということで、支所の経
費を入れるということ。これは合併した団体だけの加算になります。あとは全団体が対象の人口密度
等による需要の割増し。これは補正みたいな形になると思います。この他、面積の拡大という方向で、
標準団体の面積を見直せば、いろいろなものの単位費用が面積の広い団体に有利なように上がるので
はないかということで組み合わせることとしています。
とりあえず支所の経費については、今年（26年度）から 3年ぐらいかけて始めようと思っており
ますが、人口密度と面積は、今はまだ設計中でありますので、27年度以降に法律改正をして入れて
いこうということであります。
資料 8を見ますと、支所の算定であります。支所を持っているか、持っていないかで算定しますと、
一生懸命に支所を統合した団体が損をしてしまいますので、旧市町村の役場の数を支所の数と見なし
て計算をすることとし、ざっくりと、支所 1カ所当たり2.4億円ぐらい交付税が増えるようにした。
これは、人口の基準、本庁からの距離の基準等で増減しますが、ざっくり言って、支所 1カ所当た
り2.4億円ぐらいの加算になるような計算です。これを 3年かけて 3分の 1ずつ増やしていきますの
で、 3年後になると、支所の経費がしっかり入るようになるということであります。
大体これでさっき言いました0.9兆円のうち、0.34兆円ぐらいは支所加算ということで、全国の市
町村に交付税が加算されるということになりますが、残りは、面積や人口密度の見直しでどのぐらい
戻せるかであります。いずれにしても面積や人口密度の話というのは、需要算定全体の見直しになり
ますから、なかなか手間も時間もかかるので、今、熱心に作業しているということでございます。以
上が合併の話でございます。
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消費税の引き上げについて
次に地方税についてお話しします。税の話題は、まずは消費税引き上げについてです。資料 9を
ご覧下さい。一番左は今年の 3月末までですが、地方消費税が 1％、国の消費税が 4％になっており、
全体で 5 ％ですが、国の消費税のうちの1.18％分が地方交付税の原資となっておりますので、 5 ％
のうち2.18％分が地方の取り分でした。これが 4月 1日からは、全体が 8％に増えます。そのときに、
地方消費税は 1％が1.7％に、国の消費税は 4％が6.3％に上がることになります。いずれにしても、
地方交付税の原資分も含め、 8％のうちの3.1％というのが地方の取り分になります。
そして、法律上では、来年の10月から、一番右にありますように10％に引き上げられます。2.2％
が地方消費税になり、国の消費税が7.8％になり、10％のうちの地方交付税の原資を含めた地方の取
り分は3.72％になる。こういう段取りで上がることとなっています。
このときに、いくつか問題があります。 1つは低所得者の対策。もう 1つは円滑・適正な転嫁対策、
もう 1つは消費税が上がることによって特に問題が起きそうなもの（医療費や住宅取得費、自動車
に係る車体課税など）についてどうするか。最後は地方法人課税はどうするか。このような課題が、
全部、法律の検討事項の中に書かれております。このような課題を抱えつつ、いよいよ 4月から 8％
に上がるということになります。
そこで、主な課題だけ申し上げますと、低所得者対策について（資料10）は、「臨時福祉給付金」
というのを市町村に配っていただくということになっております。給付対象は市町村民税均等割の
非課税者であります。例えば私の家内も課税されていませんが、私の被扶養者でありますので、当然
それは除かれます。ですから、単純な所得だけではなくて、扶養関係まで判定しなければいけないの
で、市町村にご苦労いただいているということであります。
それから、給付額については 1人 1万円となります。この 1万円というのは、5％が 8％に上がっ
たときに、食料品など、最低限、普通にご飯を食べていくための、食料品にかかる増税負担がいく
らになるかということを計算しますと、 4月から10％に上がるまでの 1年半の間に、大体 1人 1万
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円ぐらい食費は増えるだろうと。それをちゃんと補てんしなければいけないという発想です。
ですから、1年半の間に 1回支給すればいいということで、大体今年の夏ぐらいまでに、住民税デー

タを精査したり、申請を受けてチェックをしたりして、支払っていただくということでやっております。
市長会等から、これは大変な作業だという話がありまして、現在、厚生労働省とも相談して、で
きるだけ分かりやすい、かつ漏れが少ないような仕掛けをしようと、いろいろな調整をしているとこ
ろであります。

平成 26年度税制改正における車体課税の取扱いについて
次に、今年の税制改正の内容についてであります。予算成立に合わせ地方交付税法、地方税法が
可決成立しましたが、その中に盛り込まれている改正が、資料11の車体課税についてであります。
車体課税ついては、消費税というのは物を買うときにかかりますが、物を買うときにかかっている
税金で同じような税金（自動車取得税）があるではないかという議論になり、これを来年の10月（消
費税が10％に上がるとき）に廃止する方針が決まっております。
それまでの間については、 3月末までは自家用 5 ％、営業用 3 ％であったものを、消費税が 8 ％
になったときには自家用 3％、営業用 2％に引き下げるということになります。
しかし、下げるだけでは地方の自動車関係税が減るだけですので、それをどうやってカバーするか
ということで、 1つは自動車税（都道府県税）について、グリーン化特例で環境性能に優れた車は
軽減されますが、消費税が10％に引き上がるときに自動車取得税の代替財源として自動車税が引き
上げるということが書いてあります。
これはまだ法律にはなっておりませんが、大綱でかなり具体的に、「課税標準は取得価額を基本と
する」。つまり取得の基本は、自動車取得税に類似でありますけれども、こういったものをきちんと
つくります。税率はゼロから 3％でというようなことまで書いてありますので、これである程度、地
方の減収をカバーできるとしております。
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それから、軽自動車税（市町村税）について、今まで、いくら何でも安いという議論を基に、何
年にもわたった議論をしてきましたが、今回はこういう大きな議論の中で、増税をすることができま
した。軽四輪について現行7200円を 5割増の 1万800円に引き上げました。軽四輪は地方の住民の足
という声も随分ありましたが、ただ、660㏄までで収まると7200円なのに対し、それを少し超えた、
例えばリッターカーとか、800㏄の自動車は 2万9000円になります。一気に 4倍になるわけですので、
ここにあまりにも大きな差があるので、660㏄までに押し込むためにかなり無理をしているんじゃな
いかというような議論もされました。このように、いろいろな議論が出た上で、 1万800円にするこ

資料11
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とになりましたが、これは 1年後に新しく買う車から適用するということで、決着をしたわけであり
ます。
ですから、最初は取り返せませんが、毎年新しい車に置き換わっていきますので、毎年60億円ぐ
らいずつずっとこの先、十数年にわたって増収がありますので、長い目で見るとかなり取り返せると
いうような仕掛けにして決着をしたところです。
併せて、原動付自転車については、1000円を2000円と、これは 5割増ではなく 2倍になっていま
すが、「 1年間ですから、それぐらいは取らせてください」ということでお願いをし、軽自動車税の
方である程度取り戻すことにしました。

平成 26年度税制改正における諸税の取扱いについて
他にも、いろいろ税制改正はありますけれども、話は細かいので省略をしますが、ただ資料13の
今後の検討事項というのだけ見ていただきますと、1つは消費税の軽減税率制度というのがあります。
これは、公明党はぜひ投入すべきだということで、大変強い意向を持っておられます。自民党は、
対象の範囲や、何パーセントに据え置くのかということにもよりますが、相当減収が大きくなるとい
うことで、かなり慎重でありますけれども、10％に上げるときに投入するのかどうかということで、今、
議論がされております。
確かに、これは消費者にとっては、絶対毎日食べなければいけないような食料品の税率は低くなる
のは歓迎かもしれませんが、売る方にとっては、お店にある物によって税率が違うわけですから、相
当面倒なことになります。その辺も踏まえて、議論が行われるということであります。
それから、固定資産税の償却資産課税、それから 4つ目に法人実効税率とあります。法人実効税
率については、安倍総理もダボス会議で相当前向きなことを言っております。現在、東京を例に取
りますと、現在38.01％というのが国税庁で出した法人の所得にかかる税率（法人実行税率）なんです。
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それを今度、復興法人税というのを前倒し廃止しますので、今度の改正で35.64％に下がります。し
かし、中国など近隣諸外国を見ると、もう25％ぐらいだという声があり、これは下げるべきではな
いかという議論も、今、盛んに諮問会議とかでやっております。
こういった議論の中で必ず出てくるのは、法人税の実効税率を下げたとしても、それは儲かってい
る会社の税金で、儲かっていない、 7割の会社は赤字なのだから、そこは何の恩恵もないじゃないか
という議論です。そうすると、そういうところに恩恵を及ぼすにはどうしたらいいかというと、すぐ
上の固定資産税などに話がまた移るのです。
これについては、今年も償却資産課税を大幅に下げてくれ、あるいは廃止してくれというような暴
論もありましたが、それは撃退をいたしました。それは撃退して済んだのではなくて、必ず法人の実
効税率の議論と絡んで、法人にかかる固定資産税も安くできないかという議論が出てまいりますので、
これはゆめゆめ油断なく、特に固定資産税 8兆円のうち、事業に係る償却資産だけは、事業用の償
却資産の税収だけで 1兆円を超えていますので、地方の本当の基幹財源ですから、これはぜひ守っ
ていかなければなりません。
そのほかのゴルフ場利用税も廃止論がかなり強かったのを、これも撃退をいたしました。しかし、
2020年にオリンピックを控えていますので、毎年のようにスポーツに税金をかけるのかという議論が
出ますので、これはまた地方としては一致結束して、貴重な財源なので、ただ廃止する訳にはいかな
いということで頑張っていかないと、だんだん財源を失ってしまうので、ぜひ今後またご協力をお願
いしたいと思います。
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地方自治法の改正について
最後に自治法の改正について、お話ししたいと思います。
資料15、16が、昨年の 6月25日に総理大臣にお渡しをいたしました、第30次地方制度調査会の答
申の概要です。大きく分けて 2つの内容がございます。 1つは、資料15にあります大都市制度の改
革であり、都市制度について、県と指定都市で二重行政があるのではということで、答申では、県
から指定都市へ事務を移そうという内容や、県と指定都市のいろいろな問題をうまく調整しないと二
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重行政と言われるので、その県と指定都市の間に協議会をつくったらどうか、協議会で協議がどうし
ても整わない場合には、総務大臣が裁定したらどうかということが書いています。
それから、都市の関係で言いますと、現在、中核市は人口30万人以上、特例市20万人以上のとこ
ろで線を引いてやっておりますけれども、もう、人口20万以上で一本化しようと。ただし、原則、
保健所を設置するということが 1つの条件というようなことが答申になっております。
もう 1つが、行政サービス提供体制（資料16）についてです。これは地方部の話としまして、こ
れから人口は減少し、2048年に 1億人を切ると言われていますが、その中で対人行政サービスをしっ
かりやっていくにはどうしたらいいかということであります。
その答申の内容としては、地方圏では地方中枢拠点都市などを中心に連携していくというもので
す。つまり、資料16の地図にありますが、これは大体人口20万以上の市で、昼夜間人口比率が 1以上、
つまり、昼間外から人が来るような都市。地図を見ると61都市ありますが、こういう都市を地方の
拠点にして、ここで地方の衰退を食い止めなければいけないという議論がされております。
こういう大きな都市がないところは、今までやってきた定住自立圏や、 5万人ぐらいの町でも、と
にかくそこで暮らせるようにしようというようなことをイメージしていて、そのためのツールとして、
いわゆる中核市と周辺の市町村で、中核市はこういう仕事を担うから、周りの市町村はこういうこと
をやってくれというようなことは約束できないかというようなことが議論されました。
資料17のイメージ図のように、地方圏の場合には、真ん中にある、地方中枢拠点都市というよう
な二重丸の町の周りにぽつぽつとある市町村とこういう線で約束を結び、一体的に経済振興をやって
いただく。またその周りにある、もう少し小さい町でも、定住自立圏構想を進めるため財政措置を強
化しようではないか、交付税措置額も倍増しようじゃないかというような議論をしています。
それから、どうしても中心になるような町がないような地域も出てくると思いますが、そこは縦の
関係で都道府県が補完できないかというようなことを議論しました。
こうした答申を法律にしたのが資料18に書いてあります。左が答申で、右が法律の概要であります
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けれども、大都市制度の見直しが資料18。これについては、例えば指定都市と道府県間の教員の人
件費、県費負担教職員を指定都市に財源も含めて移そうということで、個人住民税の所得割の一部
（ 2％分）を指定都市に移すというようなことも、法律に盛り込まれております。
それから、 2番の基礎自治体の話について言いますと、新たな広域連携の制度というので、自治
法の改正で連携協約という仕組みをつくるということにしております。要するに地方団体同士が、一
部事務組合や協議会など新しい組織をつくってやるのは、なかなか難しいので、国と国の条約のよう
に、地方と地方で約束事をしようと。その約束をした以上は、しっかりそれを担保するような仕組み
をしようというようなことを、新しいツールとして自治法に書いているわけであります。
それから、「事務の代替執行」というのが書いてあります。今までの委託関係ですと、例えば県が
そこの村から頼まれたら、県の名前で事業を行います。そうではなくて、委託したほうの名前、村の
仕事として県が手伝えるような仕掛けをつくれないかということを、こういう発想を今入れ込んでお
ります。
以上のようなことで、資料19にあるような新たな広域連携となる地方中枢拠点都市構想を進めて
いければと思っています。

さらに資料20にあるように、単にまとまるのではなく、いろいろな経済成長の政策を、そういっ
たブロック単位で、固まり単位でやらないかというようなことも意図はしております。
ただ、これはあくまでも、そういったことをやるためのツールとしての連携協約みたいな仕掛けを
法律でつくるわけで、それを使ってどのような地域活性化をやるか、どのような相手と、どのぐらい
の市町村の単位で連携をするかというのは、これからむしろ地方において、実情に合わせて工夫をし
てやっていただかなければなりません。
われわれとしては、若干の予算を確保して、資料20にありますように、国費のモデル事業として、
先行的な地方中枢拠点都市による地域振興のようなものをやっていこうと思っています。モデルを
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見ながら、ぜひ全国で、地方が衰退しないように、それ相応の規模の都市を中心にしっかりスクラム
を組んで、地域の振興に取り組むというようなことを進めていきたいなと思っております。そのツー
ルとして、この連携協約の仕組みが役に立てばと考えております。

おわりに
少し欲張りまして、財政と税と行政と 3つお話ししました。予定の時間になりましたので、私の今
日のお話はこの程度にとどめさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。今後
もまた皆さま方のお力で、まさに地域の振興、市町村の振興にご尽力いただきますことをお願いいた
しまして、お話を終わらせていただきます。ありがとうございました。

資料20


