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【はじめに】
　お招きいただきまして、誠にありがとうござ
います。
　本日は、平成30年度地方財政計画、平成30
年度地方税制改正（案）、地方行政の課題、マ
イナンバーカードの利活用等について、資料に
基づきお話をさせていただきます。

【平成30年度地方財政計画について】
　まず、地方財政計画についてお話をいたします。
　資料 1は、地方財政計画の歳出の推移を示し
ています。歳出のピークは平成13年度で歳出総
額は89.3兆円となっており、その後、徐々に減
少し、平成24年〜25年が底となりましたが、近
年若干増加しております。
　内訳を見ますと、最も特徴的なのは社会保障
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関係費等の一般行政経費で、歳出ピーク時であっ
た平成13年度には21兆円でしたが、平成29〜30
年度には37兆円まで膨らんでいますが、その増
大の要因は社会保障関係と考えていただければ
と思います。社会保障関係費が膨らんでいます
が、歳出総額については、近年微増しているも
ののピーク時には及んでいません。そうなると、
社会保障関係費の増をどこで吸収されたかとい
いますと、大きく貢献したのは投資的経費で、
平成13年度は27兆円、近年は11〜12兆円まで縮
減しています。もう一つは給与関係経費で、平
成13年度は24兆円でしたが20兆円程度まで縮減
されており、この二つの要因が大きいと言えます。
　しかし、数年前から若干歳出が増えてきてお
り、投資的経費、給与関係経費の歳出を減らす
ことが難しくなってきています。この二つの経
費が横ばいになった時期と歳出総額が増え始め
てきている時期はほぼ一致しています。一方、
社会保障関係費の伸びは続いていますので、歳
出が増える状況にあります。
　平成29〜30年度にかけて若干これまでと違う
動きが二つあります。一つは公債費です。平成
29年度13兆円が平成30年度12兆円となっており、

実際には四捨五入の関係で 1兆円まで減ってい
ないのですが、減少傾向となっており、今後も
ある程度減少が見込まれます。
　もう一つが投資的経費ですが、平成29年度11
兆円が平成30年度12兆円となっており、これも
四捨五入の関係で 1兆円増えている訳ではあり
ませんが、平成28年度以降、若干増加してきて
いるという傾向があります。
　資料 2のとおり、地方財政の借入金残高は
200兆円前後の状態がずっと続いております。
ただここ数年、若干ですが借入金残高が微減し、
192兆円まで減少しています。内訳をご覧いた
だきますと、一番下の臨時財政対策債が増えて
おります。地方財政に財源不足が生じており、
その穴埋めのため、現在のルールでは、地方と
国が折半して地方は不足分について臨時財政対
策債を発行することとなっており、その発行残
高が54兆円まで膨らんでいます。グラフ中段の
臨時財政対策債を除く地方債残高ですが、発行
残高自体が少しずつ減ってきています。
　資料 3は地方の財源不足額と地方税収の推移
です。平成22年度には、財源不足額が18.2兆円
でしたが、その後減少し、平成30年度は6.2兆
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円まで減少しています。また、最終的に国との
間で折半するルールになっている折半対象財源
不足額は0.3兆円となっています。
　資料 4は地方一般財源総額の推移を示してい
ます。地方税・地方譲与税と地方交付税、そし
て臨時財政対策債も一般財源として扱っており

ます。これら自由に使えるお金、一般財源を確
保することを私たちは地方財政計画の策定の際
に最も重視しております。一般財源を確保する
ことにより各地方公共団体の財政運営が着実に
実施できることになります。近年、括弧内の数
字、水準超経費除きの交付団体ベースの数字で
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すが、平成27年度から横ばいとなっており、一
般財源総額は前年度とほぼ同額を確保している
ということを示しています。
　次に平成30年度地方財政計画のポイントです
が、一つ目は最も重視している一般財源総額に
ついてです。前年度を上回る62.1兆円を確保、
交付団体ベースでも60.3兆円を確保しています。
また、地方交付税について、概算要求の時点で
は15.9兆円、前年度比0.4兆円減と見ていたので
すが、0.3兆円減にとどまり、16.0兆円を確保す
ることができました。税収が若干増えているの
で、当然交付税は減るのですが、減分を少なく
したということです。精算減（平成28年度国税
決算分）の繰延べや地方公共団体金融機構の公
庫債権金利変動準備金の活用などにより地方交
付税総額をできるだけ確保したものです。一方、
臨時財政対策債については、前年度比0.1兆円
の抑制となっています。また、地方公共団体の
基金が積み上がっているので、地方財政計画に
それを反映させるべきという話もありましたが、
今回の地方財政計画策定に関しまして、結果と
して影響はございませんでした。
　次のポイントとして、資料 5の公共施設等の

適正管理の推進について説明いたします。公共
施設等適正管理推進事業債は、公共施設を集約
化、複合化するなどの際、特別に地方債の発行
を認めて元利償還金について一定の地財措置を
講ずるという施策です。今回これを拡充したこ
とが、地方財政計画のポイントの二つ目であり
ます。公共施設等適正管理推進事業費を平成29
年度の3,500億円から平成30年度は4,800億円に
増やしております。さらに、地方財政措置の拡
充ということで、表内のアンダーラインの部分
を拡充しています。従来から長寿命化事業につ
いては、公共施設等適正管理推進事業債の対象
で、社会基盤施設のうち、道路や農業水利施設
は従来から対象でしたが、今回河川管理施設な
どの施設が対象として追加されております。ま
た、ユニバーサルデザイン化事業ということで、
バリアフリー改修事業についても新たに起債の
対象となっています。また、充当率90％で交付
税措置率30％がこれまでの対策でしたが、財政
力に応じ交付税措置率を50％まで引き上げるこ
とができるようになりました。公共施設等の老
朽化対策、集約化・複合化、長寿命化が、今後
の大きな課題であり、力を入れて今回の地方財
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政計画に取り組みました。
　ポイントの三つ目は歳出特別枠の見直しです。
歳出特別枠は、リーマンショック後に雇用創出
や地域経済の活性化に必要な経費について、地
方財政計画の歳出に特別の枠を設定したもので
あり、リーマンショックから立ち直り平時モー
ドへ切り替えていく中で順次縮減し、平成29年
度の地方財政計画でなお0.2兆円残っておりま
したが、平成30年度の地方財政計画では廃止し
ております。ただ単に廃止すると地方財政計画
の歳出が縮まり、その分交付税も減るというこ
とになりますので、財務省と交渉いたしまして、
必要な歳出枠を別途積み上げております。以上
が平成30年度地方財政計画のポイントです。
　資料 6は、平成30年度地方財政収支を示して
います。地方財政計画の作り方、地方財政収支
の見込み方についてお話いたします。まず歳出
の見積もりを出します。給与関係経費がどのぐ
らい必要か、一般行政経費や投資的経費を国の
予算等に連動してどのように見積もるか、公債
費は発行額から推計し、歳出総額を積み上げて
いきます。これに対応し、同じ額だけ歳入総額
を計上しないと地方財政に穴が開いてしまいま

すので、歳入総額も同じ額を積み上げます。ま
ず国庫支出金、これは国の予算に連動して積み
上げます。地方債必要額をルールに従い積み上
げます。税・譲与税は、前年度の見込額に経済
成長率等を掛けるなどにより積み上げます。臨
時財政対策債については、過去に発行した臨時
財政対策債の元利償還が出てきますが、全額を
借り換え臨時財政対策債として発行します。残り
が地方交付税等となるのですが、地方交付税の
法定率分を積み上げ、最後に残るのが国・地方
折半分の財源不足となります。現在のルールで、
半分は国が臨時財政対策加算ということで加算を
いたします。残り半分は臨時財政対策債を新規
発行します。このような形で地方財政計画は作
られています。
　資料 7は、これから大きな議論になるであろ
う財政健全化目標を再度設定することについて
です。昨年12月 8日に閣議決定されました「新
しい経済政策パッケージ」によると消費税率引
上げ分の使い道の見直しにより、2020年度のプ
ライマリーバランス黒字化目標の達成は困難と
なると記述されています。そして、これまでの
取組を精査した上で今年の「経済財政運営と改
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革の基本方針」、いわゆる「骨太の方針」でプ
ライマリーバランス黒字化の達成時期、その裏
付けとなる計画を示すということが記述されて
います。もともと平成27年に策定した「経済・
財政再生計画」では、2020年度にプライマリー
バランスを黒字化するという目標が掲げられて
いました。ところが昨年 9月に総理大臣が引上
げ分の消費税収の使い道について、子育て世代
への投資と社会保障の安定化に活用するという
ことを表明されました。これにより、2020年度
のプライマリーバランス黒字化の達成が困難に
なり、新たに計画を策定することとなったので
す。今年 1月に内閣府が示したプライマリーバ
ランスの推移では、経済成長が一定率あるとい
う前提ですが、2020年度は対ＧＤＰ比マイナス
1.8％、10.8兆円の赤字となるという見込みが立
てられています。このままで推移すると2027年
度に黒字化するという結果が出てきますが、こ
のグラフは歳出の見直しを前提としていないた
め、歳出の見直しも含めて計画を作成すること
が今年の 6月に向けての大きな課題になってい
ます。
　資料 8の平成27年度（2015年）「経済・財政

再生計画」では、本年度に目標に向けた進捗状
況を評価するということになっています。その
次の段階として、歳出改革、歳入改革それぞれ
の進捗状況等を評価して、必要な場合には、歳
出、歳入の追加措置等を検討し、2020年度の財
政健全化目標を実現するとされています。もと
もと2018年度は見直しの年として位置付けられ
ていました。地方にとって非常に重要なのが、
地方の歳出水準については、一般財源の総額に
ついて、2018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
を確保するとされています。これは「一般財源
同水準ルール」と言っており、先程も述べまし
たが一番大事なことは、地方の一般財源を確保
することです。この記述があったことは財源確
保の追い風になっておりました。今年の 6月の
骨太の方針の策定の際に、地方一般財源につい
てどのような記述がされるかということは、地
方財政に大きな影響を与えます。これから諮問
会議での議論の中で、地方側の意見を十分に反
映させていきたいと考えています。
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【平成30年度地方税制改正（案）について】
　資料 9は、平成30年度の地方税制改正（案）
の主な点を示しています。地方税制改正の議論
の中で、一番話題になっているのが森林環境税
の導入でした。税制改正大綱の中では、かなり
詳細に書かれていますが、今回の地方税法の改

正には含まれておらず、来年度の税制改正で具
体的に法改正を行うこととしています。森林環
境税は平成36年度から国民一人当たり税率
1,000円（年額）を個人住民税にいわば上乗せ
して徴収します。まず国税として、譲与税特別
会計に払込み、一旦国庫に入れた上で、市町村
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に 9割、都道府県に 1割を私有林人工林面積や
林業就業者数、人口など一定の客観指標で譲与
する仕組みです。なぜ平成36年度から課税と
なったかということですが、実は平成35年度ま
では、防災対策対応により現在でも1,000円を
個人住民税均等割に上乗せ措置があります。こ
れが切れるのが平成35年度ということで、その
後に新たに創設するものです。
　また、平成35年度までは経過措置があり、譲
与税特別会計で借入れをして、段階的に事業が
できるようにしております。もちろん借入れた
ものは、後に税収で償還していく仕組みが今回、
税制改正大綱に盛り込まれております。
　次は資料10の地方消費税の清算基準の抜本的
な見直しです。清算基準については資料11をご
覧ください。地方消費税の考え方は、税負担を
最終消費者に求めるもので、税収も最終消費地
の都道府県に入るべきものという考え方です。
ただ実際にはこの図で説明すると、例えば鳥取
の缶詰工場が缶詰を作り、それを3,000円で岡山
のスーパーに卸します。岡山のスーパーは4,000
円で消費者に売ります。鳥取の缶詰工場は東京
の本社において、3,000円の1.7％、地方消費税

分51円を東京の税務署に納めます。岡山のスー
パーは岡山の税務署に4,000円の1.7％である68
円に、既に負担した51円を引いた17円だけを岡
山に納めます。しかし、本来の地方消費税の考
え方によれば、岡山に68円が納められていいの
ではないかということになりますが、精算を一
つ一つするのは無理があるので、一定の基準で
清算しようというのが清算制度です。一定の基
準について、資料12に示しています。現行の精
算基準が中央のグラフです。小売年間販売額と
サービス業対個人事業収入額で統計カバー率が
75％となり、残りを人口で17.5％、従業者数で
7.5％を配分するという仕組みです。今回、地方
消費税に関する検討会では、小売年間販売額に
用いる統計データのうち商業統計の百貨店や家
電大型専門店などの販売額については、統計の
計上地と最終消費地が乖離しているのではない
か、経済センサスでも同様に、不動産賃貸業や
不動産管理業は非課税取引もあるのではないか
という議論などもありました。今回の見直しで
は、統計カバー率を現行の75％から50％に変更
し、統計カバー外の代替指標は人口にすること
としています。これは地方消費税について、ど
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のような清算基準が適当かという議論の結果で
すが、結果的に大都市部から税収が剥がれ、東
京都が約1,000億円減収になるということになり
ます。大都市部からは様々な意見が出ておりま
すが、あくまで前述の考え方を整理した結果です。
　次に中小企業の設備投資に関する固定資産税

の軽減措置についてです。生産性革命の実現の
ため、中小企業の設備投資について、固定資産
税の課税を軽減ないし免除するという措置が必
要ではないかという議論がありました。ただ固
定資産税は市町村の基幹税でありますので、こ
れを国で統一的に一律ゼロにするというのはい

資料11

資料12



「地方行財政の課題」	

かがなものかということで、市町村の判断によ
り可能とする制度にいたしました。
　資料15の検討事項等につきましては、来年度
に向けての課題ということになりますが、先ほ
ど地方消費税清算基準の考え方を述べましたが、
ここでは偏在性の問題を取り上げています。す

なわち、偏在性の小さい地方税体系の構築に向
けて、新たに抜本的な取組が必要であるとして、
特に偏在度の高い地方法人課税における税源の
偏在を是正する新たな措置について、平成31年
度税制改正において結論を得るとしています。
　税関係として資料16のふるさと納税のさらな

資料13　※資料10のつづき
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る活用ですが、去年、返礼品の問題が大きな話
題となりました。総務省としても通知を出し、
多くの団体に返礼品についての見直しを行って
いただきましたが、一部の団体ではまだ相当高
い割合で換金性のあるものもあると聞き及んで
いることから、省内でいろいろ議論を行ってい

る状況です。
　ふるさと納税の活用法につきまして、資料17
にふるさと起業家支援プロジェクトを示してい
ますが、このような活用法を制度化したいと考
えています。起業家支援プロジェクトとは地方
団体を通して、起業家の起業を支援するという

資料15

資料16



「地方行財政の課題」	

内容のふるさと納税です。寄附者が応援してい
きたい起業家を選択して、ふるさと納税をし、
地方公共団体は、ふるさと納税を財源に上乗せ
補助をして、起業家に支援をするものです。総
務省もその上乗せ補助に対し、特別交付税措置
を考えていくこととしております。起業家は支

援先の事業に関心を持ってもらうように工夫を
行い、試供品の提供や事業所見学への招待、新
製品の贈呈など行うというものです。このよう
な形で起業家に対する支援を促進していきたい
と考えています。
　資料18はふるさと移住交流促進プロジェクト

資料17
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です。寄附者がふるさと納税を活用した移住交
流促進事業に対してふるさと納税をする、例え
ば、空き家や古民家の再生による移住者向け住
宅等の整備などを行うため、ふるさと納税を募
集し、それに対しふるさと納税をするというもの
です。さらに地方公共団体は、移住・定住対策

について情報発信や就職支援、また住居支援を
行うというものです。これについても特別交付
税措置を考えることとしております。一方、地
方公共団体は寄附者に対して、継続的なつなが
りを持つ取組として、広報誌の送付や意見交換
会への招待等を行い、総務省はモデル団体に対

資料19
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し、財政支援を行っていこうと考えております。
　以上、例示といたしまして、ふるさと納税を
有効に活用していただきたいと考えております。

【地方行政の課題について】
　資料19、資料20でございますが、昨年の 6月
に地方自治法の改正法が公布され、いわゆるガ
バナンスの強化が行われました。まず都道府県
と指定都市に内部統制に関する方針の策定を義
務付け、体制整備を講じていただくこととして
おります。また、監査制度の充実強化を図るた
め監査基準を策定していただくこととし、国が
指針を示し必要な助言を行うということを考え
ております。
　さらに、いわゆる住民訴訟で損害賠償責任を
首長が負う場合がありますが、一定の見直しを
行うこととしています。従来、賠償責任額の上
限はなかったのですが、今回の見直しでは条例
で賠償責任額を限定できる仕組みを定めること
を可能としております。
　続きまして、地方独立行政法人法の改正です
が、地方独立行政法人が窓口関連業務を行うこ
とができるようにしております。いわゆる一定

の権力的業務も地方独立行政法人が一貫して行
える仕組みとなっています。地方自治法の改正
は原則として 2年後の平成32年 4月 1日に施行
されますが、前述の地方独立行政法人法の改正
等一部は平成30年 4月 1日施行となります。今、
その施行に向けての準備を進めております。
　次に、研究会の話を二つさせていただきます。
資料21にお示ししていますが、現在、町村議会
のあり方に関する研究会を行っております。近
いうちに報告書が取りまとめられることになっ
ておりますが、そもそも発端は、高知県の大川
村において村議員のなり手がいないという事態
が発生したことによります。これは全国の小規
模な地方公共団体でも問題となっています。町
村総会の活用も踏まえ、町村議会のあり方を検
討すべきという議論から研究会が発足しました。
小規模の地方公共団体においては、現行の議会
の仕組みのほかに、二つのパターンの新しい仕
組みを選択できるような方向性の議論がされて
います。一つは集中専門型として、議員数を絞
り、生活給を保障する水準の十分な議員報酬を
支給することにより首長と一緒に経営責任を担
うという形で運営するもので、そうすると多く

資料21
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の方々からの意見聴取が難しくなるので、議会
の参画員のような方をくじで選んで議会運営を
行う方法です。もう一つは多数参画型として、
多くの人々に参画してもらうことを目的とする
ことから、議員の兼職を原則として、夜間や休
日に議会を開催することを考えています。その
場合は、地方自治法第96条の議決事件について、
一定の制限を設けるとともに、請負禁止の規定
の適用要件を緩和するということも考えていか
なければなりません。先ほど近々報告書が出る
と申し上げましたが、すぐに実現するというも
のではございません。地方制度の大きな改正に
ついては、地方制度調査会で各方面の意見をい
ただいて、再度議論するという必要があります
ので、実現するためにはまだまだ議論が必要と
なってきます。
　二つ目は資料22の自治体戦略2040構想研究会
です。この研究会は野田大臣も自ら参加してお
り、総務省の枠にとらわれずに、2040年頃をター
ゲットに、人口構造が変化した際に自治体行政
はどうなるのか、どのように対処すべきなのか
ということを議論しております。中間報告はも
う少し先となりますが、総務省の地方自治制度

のみならず、各省の政策も含めて色々な提言が
なされております。各省の政策はアプリケーショ
ンのようなもので、地方自治制度はそのアプリ
ケーションを動かすいわゆるＯＳみたいなもの
と考えられ、様々な議論ができればと思ってい
ます。
　資料23の大規模災害になった時の市町村行政
機能の確保についてはすでに問題になっており
まして、総務省では、大規模災害の際に市町村
の状況を聞かれ、マニュアルもなく対応してき
たところです。被災した市町村がどのような状
況であるかしっかりと把握し、職員派遣につい
てもルールを作成し対応していくことが大変重
要であり、総務省では「二つのスキーム創設」
を検討しております。まず、市町村行政機能の
確保状況について、トップマネジメントは機能
しているのか、人的体制は充足しているか、物
的環境は整っているのかということを明確に把
握するため簡潔なチェックリストを採用するこ
とにしております。市町村からの報告がない場
合は、都道府県や国から状況を把握しに行くこ
ととしております。次に、被災市町村への応援
職員の派遣について、全体を調整する仕組みを

資料22
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作るとともに、あらかじめ災害関係のノウハウ
を持っている人材を総務省に登録し、派遣する
仕組みを作ろうとしています。

【マイナンバーカードの利活用等について】
　資料24は、マイナンバー制度の概要について
示しています。マイナンバー制度というと最近
はマイナンバーカードばかり注目されますが、
もともとマイナンバー制度とは、税制度や社会
保障制度の効率性・透明性を高めるインフラで

資料23
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あり、これを証明する手段としてマイナンバー
カードがあります。マイナンバーカードに付い
ているＩＣチップを使って、様々な便利なサー
ビスにこの制度を活用するようにしていくとい
うのが、マイナンバーとマイナンバーカードの
関係です。重要な要素として情報連携がありま
す。マイナンバー制度を使って各種の情報につ
いて各行政機関が情報連携を行い、住民が様々
な申請をする際に、必要書類を省略できるよう
な仕組みを作っていくことが重要です。
　情報連携については、平成29年11月から本格
運用を始めています。また、マイナンバーカー
ドの発行状況ですが、現在1,600万枚の申請が

あり、1,300万枚まで交付されています。これは
人口の10.8％です。現在その利用拡大・発行促
進に向け取り組んでおり、その一環として、「コ
ンビニ交付サービス」の普及拡大に努めていま
す。さらに、各種マイレージやクレジットカー
ド会社のポイントなどを、自治体が管理するポ
イント管理クラウドと連携して、ＩＣチップを
使って本人認証した上で使えるようにしようと
検討をしているところであり、皆様方にぜひ協
力をお願い申し上げたいと存じます。
　駆け足でお話しいたしましたが、ご清聴どう
もありがとうございました。




