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【はじめに】
日ごろから総務省の所管行政につきまして、
ご理解とご支援をいただき、心から感謝を申し
上げます。本日は、平成29年度の地方財政の問
題と地方税制改正を中心にお話ししたいと思い
ます。あわせて、今通常国会に提出している地
方自治法、地方公務員法の改正案についても触
れたいと考えています。

【地方財政計画について】
まず、地方財政の近年の傾向と現状について
ご覧いただきたいと思います。
資料 1は、地方財政計画の歳出の推移を示し
ています。
平成に入ってからバブルが崩壊して、景気対
策を随分行いました。また、高齢化により社会
保障関係費が増加し、歳出が拡大の一途をたど
り、ピーク時の平成13年度には歳出総額が89.3
兆円となりました。
その後、小泉政権下で方針転換がなされ、厳
しい歳出抑制路線がとられることになりました。
それに伴い、地方財政計画の歳出総額も相当減
少しました。内訳をご覧いただきますと、社会
保障関係費は、景気に関係なく増加していきま
す。社会保障関係費の増を、投資的経費の大幅

削減と給与関係経費の抑制で飲み込んで、なお
総額全体を減らしていきました。
しかし、歳出総額のピークである平成13年度

の89.3兆円から一番下がったのが、平成24、25
年度の81.9兆円で、約 8兆円歳出が減っていま
すが、同じペースで減っているわけではありま
せん。歳出は削れば削るほど削りにくくなるた
め、最初に大幅削減して、その後は微減ないし
は横ばいという状況になっています。特に直近
3、 4年は、歳出総額が増加に転じていますが、
これは、社会保障関係費の増を他の経費の減で
飲み込むことができなくなってきたことや、地
方創生や一億総活躍社会の実現といった新しい
課題にも対応しなければならないことが理由と
して挙げられます。
もう 1つの問題は、投資的経費の減少です。

投資的経費は、平成 8、 9年度は31兆円ありま
したが、近年は11兆円となっています。平成初
めの景気対策で公共投資を動員するという方針
の下で水膨れしていた投資的経費をスリム化し
ていくことはいいと思いますが、ピーク時の3分
の 1まで減ると、将来の発展につながるような
社会資本の新規投資はおろか、現在課題となっ
ている防災・減災対策やインフラの老朽化対策
にも十分に対応できるレベルではないと思われ
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ます。後ほど申し上げますが、この部分につい
ては、平成29年度地方財政計画の中で工夫して
おります。
続いて、資料 2をご覧ください。これは地方
財政の借入金残高の状況を示しています。
ご承知のとおり、国、地方ともに支出に比べ

て税収が絶対的に足りない状況が長く続いた結
果、国、地方を合わせて1,000兆円を超える膨大
な借入金残高を抱えるに至っています。
資料 2のとおり、地方の借入金残高は200兆

円前後で推移しているという状況です。臨時財
政対策債を除く地方債残高は、投資的経費を削

資料 2
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減してきた影響で減ってきていますが、その代
わりに、財源不足を穴埋めするために発行して
いる臨時財政対策債が増加してきており、借入
金残高全体としては高止まりしている状況にあ
ります。
各自治体もこれに近い状況だと思います。多
くの市町村では、地方公共団体財政健全化法が
新しくできて、フローの指標のみならずストッ
クの指標、将来負担分についても慎重な配慮が
求められるようになったこともあり、随分我慢
して投資的事業を抑制してきたと思います。そ
の割に地方債残高が減っていないのは、建設地
方債の減とともに、赤字地方債が増加してきて
いることによります。
資料 3は、近年の地方の財源不足額と地方税
収の状況で、折れ線グラフが地方税収、棒グラ
フが財源不足額を示しています。
折れ線グラフをご覧いただくと、平成22年度
に、リーマンショックで税収が激減します。地
方税が減る時は国税も減るため、地方交付税の
原資が減り、財源不足額は18.2兆円まで拡大し
ています。

その後、しばらく税収が停滞していましたが、
最近はアベノミクスの成果で比較的順調に伸び
ており、リーマンショック以前のレベルまで税
収が回復してきている状況です。これに伴って
国税収入も増え、地方交付税の原資も増えて、
財源不足額は縮小してきており、平成28年度は
折半対象財源不足額が0.5兆円と、解消目前ま
で行きました。
しかし、平成29年度は、法人関係税を中心と

して税収の伸びが鈍化してきている影響で、財
源不足額が若干拡大しています。再び税収が伸
びていくことになれば問題ありませんが、ここ
からさらに税収が減っていくことになると大変
なことになります。政府は前者の立場に立って
いて、適切な経済財政運営によって景気の回復
を図っていくということになっているので、平
成28、29年度の税収の停滞は一時的なものであ
り、さらにその後は伸びていくことを思い描い
ています。
資料 4は、地方一般財源総額の推移を示して

います。
市町村長の皆様にはいつも申し上げておりま

資料 3
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すが、毎年度、地方財政計画をつくるプロセス
で地方交付税総額が決まりますが、地方交付税
総額が増えたから良い、減ったから悪いという
判断は適切ではありません。地方交付税と地方
税は、一種、代替関係にあり、歳出が一定ならば、
地方税が増えれば地方交付税は減り、地方税が
減れば地方交付税が増えていく関係にあるため、
地方税、地方交付税、臨時財政対策債の 3つを
合わせた地方一般財源総額で見て判断していた
だきたいということを申し上げています。
一番上に総額を書いておりますが、近年は59
兆円台から年々増え、平成29年度は62兆円台と
極めて安定的に推移しています。内訳をご覧い
ただくと、地方税が順調に増えており、地方交
付税は微減、臨時財政対策債が大幅に減ってい
ますので、地方一般財源総額の質も近年は相当
改善されてきていると言えます。
このように、一般財源の質が改善されてきて
いることもあり、最近は多くの自治体で落ち着
いて財政運営ができているのではないかと思い
ます。したがって、我々は、地方一般財源総額
の確保を、毎年、最重要の課題として年末の地

方財政対策に取り組んできていることも、ご理
解いただけるのではないかと思います。
平成16年度の地方一般財源総額をご覧いただ

きますと、前年度から 2兆円減っています。こ
のとき、年末に地方財政対策が決定した後、こ
の一般財源の規模では予算が組めないという悲
鳴が、年明けに地方団体から大きな声となって
上がってきました。当時の小泉政権の歳出抑制
路線の下で、地方財政についてもやや乱暴な歳
出の削り方をしたことによって、地方一般財源
総額が 2兆円の減となったということです。
地方団体の財政運営にとってみると、地方税

が伸びていない中、地方交付税と臨時財政対策
債が大幅に減ってしまったことで、予算編成が
できないということに繋がりました。こういっ
た過去の経験も踏まえて、最近は、地方一般財
源総額の確保に取り組んでおります。
そこで、平成29年度の地方財政の姿について、

資料 5をご覧ください。
年末に財務省と折衝するに当たって、政府の

方針が決められていますが、平成27年 6月に閣
議決定された、いわゆる「骨太の方針」の中に、

資料 4



講　 演

経済・財政再生計画が盛り込まれており、非常
に重要な中長期の方針が決められております。
ここで地方財政に関して囲みの中の下線部を
ご覧ください。「地方の歳出水準については、
国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付
団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要と

なる一般財源の総額について、2018年度（平成
30年度）までにおいて、2015年度地方財政計画
の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保
する」ということになっています。平たく申し
上げますと、先ほど申し上げた、平成16年度の
時のように乱暴に一般財源を削減することなく、

資料 5
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平成30年度までは今の地方一般財源総額の水準
を維持しますよということを決めております。
この方針の下に調整をすることになりますが、
平成29年度についても、一部からは、地方財政
計画の規模が過大ではないか、あるいは近年、
自治体が基金を増やしているから余裕があるの
ではないかといった指摘がありました。毎年こ
ういった指摘が出てきますが、「骨太の方針」
において、地方一般財源総額については同水準
を確保するということを決めていることが非常
に大きな働きをしました。
資料 6が、そういった方針の下で作成された
平成29年度地方財政計画のポイントです。
地方一般財源総額の確保を最重要の課題とし
ていましたが、結果は、平成28年度を0.4兆円
上回る62.1兆円を確保することができました。
地方一般財源総額の質については、平成27、
28年度の国税収入の伸びが鈍化し、特に平成28
年度は予算割れを起こしていました。最近は税
収が伸びており、予算を上回って国税収入があ
るために、地方交付税の原資も増えていき、予
算を上回っていました。ところが、平成28年度

は予算割れを起こす状況であったため、平成29
年度に繰り越すお金がゼロとなり、地方交付税
の原資が大きく減少するということが見込まれ
ました。
我々は、毎年、夏の時点で地方財政収支の仮

試算を行っておりまして、来年度の見込みや方
向性を地方団体に示しております。参考部分に
書いてありますように、平成28年の夏時点では、
地方交付税は対前年度比0.7兆円の大幅減、臨
時財政対策債は対前年度比0.9兆円の大幅増と
なる姿を示していました。もちろん夏の時点で
あるため、なかなか税収の動向をきちんと捉え
ることはできませんので、数字自体に絶対的な
意味があるわけではありませんが、平成29年度
はこういった方向になることは避けられないと
いうことを注意喚起しました。
しかし、できるだけ地方交付税の減を小さく

し、臨時財政対策債の増を抑えるという努力が
必要だということで、地方公共団体金融機構の
公庫債権金利変動準備金などを活用して、地方
交付税の原資を最大限確保した結果、地方交付
税総額は0.4兆円の減、臨時財政対策債は0.3兆
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円の増となり、仮試算時と比べて増減を小さく
することができました。
資料 7をご覧ください。平成29年度地方財政
計画のもう一つのポイントは、公共施設等の適
正な配置・管理を一層進めようという点です。
数年前から、各自治体に公共施設等総合管理
計画の策定をお願いしてきたところであり、ほ
とんどの自治体では計画を策定していただき、
長期の見通しの下に公共施設の更新や整備を進
めておられることと思います。これを一層進め
るために、投資的経費に対する地方財政計画の
計上額を増やすとともに、個別事業への財政措
置も充実することにいたしました。
冒頭で申し上げましたように、現状の投資的
経費の規模が、ピーク時の 3分の 1にまで減っ
ており、これでは規模が小さすぎるのではない
かという問題意識があります。また、市町村長
の皆様のお話しを聞き、防災意識が非常に高
まってきているとともに、地方創生の取組など
もあり、投資的な事業に対する意欲が高まって
いると我々は受け止めておりました。
そういったことを反映して、地方財政計画の
歳出のうち、投資的経費の規模を約0.2兆円増額
計上することにいたしました。国の補助事業、公
共事業は大体横ばいですが、これとは別に地方
単独事業を0.2兆円程度増額することにしました。
具体的には、新しく「公共施設等適正管理推
進事業費」という項目を立てて、これまでも公
共施設の集約化や複合化、転用、除却の推進と
いうことで財政措置を講じてまいりましたが、
これに加えて長寿命化、立地の適正化、市町村
庁舎の建替えを追加した上で、増額いたしました。
特に、市町村庁舎の建替えについて、従来の
我々のスタンスは、庁舎というのは、それぞれ
の自治体が自力で造るものであるということで、
特別の財政措置は講じておりませんでした。と
ころが、熊本地震で耐震性のない庁舎が被災し
てしまい、復旧に大変大きな支障が生じました。

そこで改めて、災害時など非常時に対応するた
めの庁舎のあり方というものの重要性が認識さ
れました。
調査をしたところ、約 4分の 1の団体はまだ

市町村庁舎の耐震性が確保されておらず、かつ、
そういった団体はどちらかというと財政力の乏
しい団体であるということであったため、今回、
償還に交付税措置される地方債を新設すること
としており、これを活用して市町村庁舎の整備
を図っていただきたいということにしておりま
す。現在、古い庁舎で不安を持っている団体は、
この機会にぜひ耐震性の確保された庁舎の整備
に努めていただきたいと考えております。
地方創生に関する事業については、引き続き、

企画・立案の段階から、実行する段階へと入っ
てきております。平成27年度地方財政計画にお
いて、「まち・ひと・しごと創生事業費」とい
うことで 1兆円の歳出枠を確保しました。これ
は、平成27、28年度に引き続いて、平成29年度
も 1兆円の規模を計上しております。
また、地方団体からの要望が強かった緊急防

災・減災事業費については、対象事業を拡大し
た上で、事業年度をさらに4年間延長すること
としております。
総じて申し上げますと、平成29年度の地方財

政対策は、地方一般財源総額の質が前年度より
も若干落ちるものの、総額は確保されており、
財政運営にまず支障が生じない形に仕上がって
いると考えております。また、投資的経費に対
する自治体の要望にも、きめ細かく応えること
ができたのではないかと考えております。
最後に、今後の課題について、資料 8をご覧

いただきたいと思います。
先ほども申し上げましたが、平成27年の「骨

太の方針」で経済・財政再生計画が盛り込まれ、
この中で財政健全化目標が再設定されています。
それが、「国、地方を合わせたプライマリーバラ
ンスについて、2015年度までに2010年度に比べ



「地方行財政の課題について」 

赤字の対ＧＤＰ比を半減、2020年度までに黒字
化、その後の債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引
下げを目指す」という目標です。これはリーマ
ンショックの後、民主党政権の下で設定された
財政健全化目標が、政権交代後も引き続き維持
されて、今日まで続いているものです。
毎年、予算案の策定後、それを前提にした中
長期の経済財政に関する試算を内閣府が作成し
ており、今年も 1月25日に示されています。そ
れが資料 8の折れ線グラフになります。
ご覧いただきますと、まず、2010年度（平成
22年度）に比べて2015年度（平成27年度）の
プライマリーバランス赤字の対GDP比を半減す
るという目標について、2010年度は赤字が▲
6.6％であり、2015年度は▲3.0％となっている
ため、半減目標は達成されています。
しかし、2020年度（平成32年度）の黒字化
目標については、▲1.4％、金額にして▲8.3兆
円と試算されており、目標は達成できないとい
うことを見通しています。しかもこれは、日本
の経済が再生することを前提にしています。名
目ＧＤＰは、この間、平均 3 ％伸びていくこと

を前提にしているため、税収の自然増も織り込
んでいます。また、延期した消費税率の引上げ
も、2019年（平成31年）10月には10％に引き
上げるということも織り込んでいます。一方、
歳出は相当抑制しており、社会保障関係費を除
いて物価上昇分しか増やさないこととしています。
つまり、税収は目いっぱい見込んで、歳出は

できるだけ抑制してもなお、2020年度の黒字化
目標達成は難しいということを、率直にこの試
算は示しています。
平成27年のもともとの目標設定の際には、歳

出、歳入の両分野で様々な見直しを行い、財政
健全化目標を達成するという覚悟は示していま
すが、具体的に何をどうするかということについ
て詳細まで決められているわけではありません。
また、中間時点の目標として、2018年度（平

成30年度）のプライマリーバランス赤字の対
GDP比▲ 1 ％程度を目安とするとしています。
この中間時点の目標の達成を目指し、2018年度
時点で改めて計算をしたときに、2020年度の黒
字化目標達成が難しいとなった場合には、黒字
化目標を達成できるように歳出・歳入の追加措

資料 8
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置等を検討することとされています。
プライマリーバランスを改善するためには、
税収を増やすか、歳出を削るか、あるいはその
両方をするかということになります。そうする
と、2018年度には消費税率を10％からさらに引
き上げるということも場合によっては議論がで
きるのではないかとも考えていましたが、消費
税率10％への引上げが2019年10月まで延期され
たため、2018年度の時点でさらなる増税につい
て議論するということは、極めて難しくなった
と思います。
そのため、経済再生ケースを前提として、税
収の自然増に期待することはなかなか難しいと
いう見方があることに加えて、10％を超える消
費税率引上げも難しいということになると、税
収増に期待できないことになります。そうなる
と、歳出削減に向け、社会保障関係費の見直し
は不可避である思いますが、地方財政、地方交
付税もそれに次いで大きなウエートを占めてい
るため、地方財政にも削減のプレッシャーがか
かってくることを覚悟せざるを得ないと思います。
先ほど申し上げましたように、2018年度（平

成30年度）までは地方一般財源総額の実質的な
水準を維持するということは決めておりますが、
その後のことについては、平成30年の「骨太の
方針」が議論されるときに併せて検討されるで
あろうと思います。地方財政のその後数年間の
方向を占う非常に大きな場面になりますので、
正念場を迎えると言っていいかと思います。
今年も「骨太の方針」の策定に向けて議論が

進められていきますが、平成30年度までの方針
もあるため、それほど激しく議論になるという
ことにはならないのではと思う一方で、平成31
年度の議論の前哨戦というようなことになると、
今年から地方財政についても相当のプレッ
シャー、厳しい議論がされてくることも考えら
れますので、議論の動向には十分ご留意をいた
だきたいと思っております。

【平成29年度地方税制改正（案）について】
資料 9をご覧ください。平成28年12月8日に、

平成29年度の与党税制改正大綱が決定されてお
ります。地方税についてはやや小ぶりの改正内
容でしたが、同時に、今後の検討事項として大

資料 9
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変重要なことが決められていますので、ご紹介
したいと思います。
まず、平成29年度から行うことですが、個人
所得課税について、若い世代や子育て世帯に光
を当てていくこと、所得再分配機能の回復を
図っていくことが重要であるという認識の下で、
各種控除等の総合的な見直しを検討していくこ
ととされています。
平成29年度は、就業調整をめぐる課題と言わ
れますが、いわゆる「103万円の壁」に対応す
るために、配偶者特別控除の適用対象となる配
偶者の合計所得金額の上限を引き上げるという
改正を、国税の所得税、地方税の個人住民税に
おいて行うことにしております。
次に、自動車の車体課税です。自動車取得税
は、消費税率が10％に引き上げられる時に廃止
されることになっていますが、消費税率引上げ
の延期に伴い、自動車取得税は維持されていま
す。また、自動車取得税におけるエコカー減税
の見直しということで、政策インセンティブ機
能を強化した上で 2年間延長することにしてお
ります。さらに、自動車税及び軽自動車税にお

けるグリーン化特例についても、重点化を行っ
た上で、 2年間延長することにしております。
次に、資料10をご覧ください。
平成28年度税制改正において、償却資産に係

る固定資産税について、中小企業の機械・装置
を対象に、 3年間の時限措置として特例措置を
創設しました。償却資産に係る固定資産税につ
いては、以前から経済界を中心として廃止に向
けた強い要望があり、そういった中で一部とは
いえ特例措置を講じると、これが蟻の一穴にな
り、なし崩し的に拡大されていくのではないか
という市町村からの心配の声があります。
今回の改正では、 3年間という期限は変えず

に、残余の 2年間に限り、地域・業種を限定し
た上で、その対象に一定の工具、器具・備品等
を追加することになりました。多少拡大しまし
たが、これにより固定資産税の根幹が揺らぐと
いうようなことはないと我々は考えております。
次に、地方消費税の清算基準の見直しについ

てです。地方消費税は国税と一緒に徴収されて
いますが、実際の消費地と税の帰属地を一致さ
せるために清算という行為を行っております。

資料10



講　 演

例えば、通信・カタログ販売及びインターネッ
ト販売は、実際の消費地と税が入ってくるとこ
ろが大分異なりますが、こういったものは清算
を行う際の統計データから外すというような見
直しを行っております。これによって、実際の
消費地と税の帰属地をできるだけ近づけようと
いう観点から見直しを行うことになっております。
また、資料にはございませんが、ゴルフ場利
用税についても、東京オリンピックが近づくに
つれて廃止の声がまた一段と高まっている中、
現行制度は維持されることになっております。
さらに、今後の検討事項について 2つ申し上
げます。資料11をご覧ください。
1つは森林環境税（仮称）の創設についてで

す。ここ数年議論されてきましたが、これは、
森林吸収源対策として、森林整備等に対する市
町村の役割を強化することに伴い必要となる財
源を確保するため、具体的な仕組み等について
総合的に検討し、平成30年度税制改正において
結論を得るとされております。
もう 1つは地方消費税の清算基準についてで
す。先ほど申し上げましたように、平成29年度

税制改正でも一部見直しを行うこととされてい
ますが、平成30年度税制改正に向けて、さらに
最終消費地と税収の帰属を一致させるために、
抜本的な方策を検討し、結論を得るとされてお
ります。
この他、平成30年度は固定資産税の評価替え

も予定されており、大きな課題が目白押しとい
うことになります。地方自治体に非常に大きな
影響が生じてくるものですので、我々は早い時
期から慎重かつ十分な検討を行って、適切な結
論を得たいと考えております。

【第31次地方制度調査会の
� 答申を踏まえた対応について】
次に、地方自治法の改正についてご説明いた

します。資料12及び13をご覧ください。
平成28年 3月に、第31次地方制度調査会の答

申が内閣総理大臣に提出されています。この答
申は、地方自治体間の広域連携や外部資源の活
用等による地方行政体制のあり方の見直しと、
長、監査委員、議会などの適切な役割分担によっ
てガバナンスを強化するための見直しという 2

資料11
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つの課題について提言されており、この答申を
受けて、平成28年の春から関係法律の改正を検
討してきました。答申の内容をそのままとはい
きませんが、必要な修正を加えた上で、地方自
治法等の一部を改正する法律案を作成し、今通
常国会に提出をしております。

その内容については、資料14をご覧いただき
たいと思います。
まず、地方自治体のガバナンスの強化のため、

地方自治体の長が、内部統制に関する方針を定
めることを義務化するということです。内部統
制については、例えば財務に関する事務などに

資料12
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ついて、管理・執行が法令に適合し、かつ適正
に行われることを確保するための方針を定め、
必要な体制を整備するということを法律上義務
付けることにいたしました。その方針の下で、
組織内の全ての部署が財務に関する事務などの
リスクを把握して、対応策を講じ、事後的に評

価を行って議会に報告するという仕組みをつく
ることにしました。内部統制に関する基本方針
の策定等については、都道府県知事及び指定都
市の市長については義務、その他の市町村長は
努力義務としております。
次に、監査制度の充実強化についてです。監

資料15
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査委員が監査を実施する場合、監査基準に従う
こととしております。この監査基準の策定につ
いては、国が指針を示し必要な助言を実施する
こととし、これに基づいて、各自治体の監査委
員が監査基準を定めることとしております。そ
の他、監査委員が必要な措置を勧告できるよう
にすることや、議選監査委員を置くか置かない
かの選択制を導入するという改正なども行うこ
ととしております。　
資料15をご覧ください。
議会については、決算を不認定とした場合に、
地方自治体の長が不認定を踏まえて必要と認め
る措置を講じた場合は、その内容を議会等に報
告・公表することとしています。
また、かねてから問題となっていた、地方自
治体の長や職員個人の損害賠償責任について、
職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない
ときには、賠償責任額を限定して、それ以上の
額を免責することを、条例で定めることができ
るようにする制度改正を行うこととしております。
さらに、地方独立行政法人法の一部改正で、
地方独立行政法人の業務に窓口関連業務を追加

することにしており、この法人は設立団体以外
の市町村の業務も請け負うことができるという
改正を行うこととしております。
地方自治法等の一部を改正する法律案の国会

審議は、 4月以降になります。

【地方公務員の臨時・非常勤職員について】
地方公務員法等の改正について、資料16をご

覧ください。
冒頭、地方財政の歳出について説明した際に、

給与関係経費が抑制されてきている姿をご覧い
ただきましたが、これは、市町村合併もあり、
主に職員数を削減することによって経費を削減
してきたことによります。仕事と職員数を減ら
して給与関係経費を抑制するというのは正しい
姿であると思いますが、残念ながら一般職の常
勤職員が減少してきた一方で、臨時・非常勤職
員の数が増えてきています。平成28年度の調査
で臨時・非常勤職員は約65万人いるということ
が分かっており、幅広い分野で活用されています。
現状を見ると、事務補助的な業務を行う職員

であっても、特別職として任用されているケー

資料16
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スが結構あり、この場合、地方公務員法に基づ
く守秘義務などの規定が適用されていないとい
う問題があります。そういった職員は、一般職
の非常勤職員ということで任用されるのは良い
のですが、これについて採用方法等が明確に定
められていないため、一般職非常勤職員として

の任用が進まないという制度上の不備がありま
す。また、労働者性の高い非常勤職員に期末手
当の支給ができないという制度上の問題もあり
ました。
こうしたことから、研究会を設けて制度的な

検討を行い、平成29年 3月に、地方公務員法及

資料18
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び地方自治法の一部を改正する法律案を今通常
国会に提出したところです。
資料17をご覧ください。
これは、会計年度任用職員という制度を創設
し、一般職の非常勤職員を任用しようというも
ので、任用や服務規律などの整備を図るという
ことと、こうした職員について期末手当の支給
も可能となるように法改正をするということです。
一方で、従来からありました、特別職の任用
及び臨時的任用職員については、任用要件を厳
格化して、その目的、趣旨にふさわしい運用が
なされるようにしております。
これは、法改正後、一定の期間を置いて、各
自治体で制度を整えていただくことになります
が、こうした制度に基づくと、臨時・非常勤職
員の適切な運用、勤務条件が確保されるという
ことになろうかと思います。今後とも、こうし
た取組を進めていきたいと思います。

【マイナンバーカードの利活用等について】
最後に、マイナンバー制度について、資料18
をご覧ください。

マイナンバー制度に関する法律が平成27年10
月から施行されて、まずは国民にマイナンバー
の付番・通知が行われ、概ね平成27年内には通
知が行き渡ったところです。平成28年 1月から
は、希望者に対するマイナンバーカードの交付
が開始されています。マイナンバーカードの交
付についての事務を扱っている地方公共団体情
報システム機構のシステムに度々障害が生じた
ため、交付について停滞が生じておりましたが、
現在は解消されて、順調にマイナンバーカード
の交付が行われており、1,000万枚を超えるとこ
ろまで来ております。
今後ですが、平成29年中に情報連携が開始さ

れることになり、マイナンバーカードのメリッ
トが具体的に出てくることになります。
この情報連携というのは、行政手続き等に際

して必要となる情報を、情報提供ネットワーク
システムを介してやり取りをしようというもの
で、国や地方団体、医療保険者など、約5,300
の機関の参画が予定されています。これが開始
されると、住民票や所得証明などの添付書類の
提出が不要となるため、住民の負担が軽減され

資料19
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るとともに、地方団体の仕事も効率的になります。
少し遅れ気味ではありますが、本格運用の開
始に向け、現在、総合運用テストを実施してい
ます。国や諸団体においても、引き続き万全の
準備を進めていく必要があります。
マイナンバー制度は、今後のわが国の基礎的
なインフラとなるものであるため、制度そのも
のに対して国民が不信や不安を抱くことになら
ないように、細心の注意を払っていかなければ
ならないと考えています。
もう 1つは、マイナンバーカードについてで
す。交付に遅れが生じておりましたが、これが
解消されたので、これからマイナンバーカード
の一層の普及を図っていきたいと考えておりま
す。マイナンバーカードが普及すると、民間を
含めて様々な分野での利用が可能となり、また、
いい利用方法が生み出されるとマイナンバー
カードの普及も一層進むという関係になるので、
こういったことを考慮、留意しつつ普及を進め
ていきたいと考えています。
普及に関して 2つ考えていることがあり、 1
つは、資料19のコンビニ交付サービスというも

ので、住民票の写しなどを、全国のコンビニエ
ンスストアで取得できるようにするというもの
です。現時点では、約300の団体で約6,000万人
が利用可能という状態ですが、これを拡大して
いき、平成31年度までに 1億人を超えることを
目指し、さらに、できるだけ早期に全市区町村
で導入をしてもらうことを目指しております。
このサービスは、導入市区町村が増えると、国
民にマイナンバーカードの利便性を実感してい
ただけるようになります。
もう 1つは資料20ですが、マイキープラット

フォームというものを構築することとしており
ます。自治体や民間においても、様々なカード
を発行していますが、これは、マイナンバーカー
ド1枚で、いろいろなサービスを利用できるカー
ドとして活用できるという仕組みです。また、
買い物などをした場合に、カードにポイントが
付くというようなことがありますが、このポイ
ントを地元の商店街などで使えるようにするた
めの仕組みをつくろうと取り組んでおります。
これは大がかりな仕組みであるため、夏以降

に実証事業を行うことにしており、現在、各自

資料20



「地方行財政の課題について」 

治体をはじめ、全国の図書館、美術館、大学、
商店街に参加を求めて意見交換を始めています。
できるだけ多くの自治体あるいは地域の商店街
に参加をいただきたいと考えております。こう
したものを通じて、マイナンバーカードの普及
を一層図ってまいりたいと考えています。

以上、主な課題をご説明申し上げました。
今後とも、我々は、地方団体の行財政運営が

円滑にいきますように、様々な制度の見直し、
運用を図ってまいりたいと考えています。
今後とも、どうぞよろしくご理解、ご支援を

賜りますようにお願い申し上げます。ありがと
うございました。




