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本日はお招きをいただきまして、ありがとう
ございます。
地方財政対策、税制改正の内容、地方行政の
課題について、資料に基づきながらお話をいた
します。

【地方財政の課題】
それでは、資料 1をご覧ください。「平成31

年度地方財政計画のポイント」ですが、地方財
政対策、地方財政計画の策定にあたり、目標と
していることは一般財源総額の確保及び地方財
政健全化の確保です。平成31年度については、
この二つとも一定の成果を上げることができた
と感じています。
まず、一般財源総額の確保について、一般財

源総額とはいわゆる地方が自由に使えるお金で、
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これを確保することは地方公共団体が財政を運
営するにあたり大変重要なことと言えます。こ
の一般財源総額ですが、前年度と比べて0.6兆円
増の62.7兆円を確保することができました。一
般財源総額から水準超経費（交付税の不交付団
体の標準的行政水準を超える必要経費に相当す
る額）を除いて前年と比較すると、0.4兆円の増、
60.7兆円となります。
その内訳は、地方税・譲与税は42.9兆円で前
年度比0.9兆円増、地方交付税は16.2兆円で0.2
兆円の増となりました。臨時財政対策債につい
ては、近年は縮減を求められていますが、今年
は3.3兆円、前年から0.7兆円減らすことができ
ました。
資料 2をご覧ください。「⑸の地方財政の健
全化」ですが、地方財源不足額が大幅に縮小し、
折半対象財源不足が解消しています。地方税収
が伸びたということと、交付税の法定率分も伸
びたことなどにより、これまでは最終的な財源
不足対策として、不足額を国と地方で折半して
国は交付税を割り増し、地方は臨時財政対策債
を発行するというルールでしたが、今年はその
折半対象財源不足がなくなったことにより健全

化が進んでおります。
資料 3をご覧ください。特徴的なところとし

ては、歳入の地方債が全体として2.3%増となっ
ています。臨時財政対策債が0.7兆円、18.3％減
ということですが、臨時財政対策債以外の地方
債が若干増えております。この影響で地方債が
若干の増となっております。
歳出の特徴については、一般行政経費が社会
保障関係経費の増大を受け、1.4兆円、3.7％増と
なっており、さらに公債費は微減、投資的経費
については、1.4兆円、12.0％増となっております。
もう一つの特徴としては、直轄・補助、単独とも
投資的経費が伸びているという点があります。こ
の財源として地方債が増えているというわけです。
資料 4については、平成31年度の地方財政収

支をグラフにしたものです。歳入のほうの一番
右側ですが、昨年度までは右側のところに、折
半対象財源不足が生じていましたが、今年は地
方税と交付税法定率の増等によって、ゼロとい
うことになっております。
資料 5「幼児教育の無償化に係る財源の確保」

について、今回の地方財政対策の最大の課題で
した。消費税率の10月の引上げによる増収分の
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使い道を見直し、その一部を幼児教育の無償化
に使うという方向性を政府として打ち出してお
りました。
この財源は消費税の引上げ分を使うこととさ
れていましたが、国と地方でどのように負担を
配分するのかということについて、全国市長会

と全国町村会など地方六団体と政府側、すなわ
ち、内閣府、厚生労働省、財務省と議論が行わ
れ、総務省も調整に努めました。その結果、初
年度分の無償化の財源は全額国費とされたほか、
初年度及び 2年目の事務費についても国費によ
る負担とされました。
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また、子育てのための施設等利用給付の負担
割合については、旧制度私立幼稚園等において
は、議論の結果、国1/2、都道府県1/4、市町村
1/4、となっております。国の負担分を増やし、
都道府県分を含めることにより、市町村の負担
軽減を行うという形で決着をいたしました。

資料 6は、「防災・減災、国土強靭化のため
の 3か年の緊急対策」についてですが、これは
本年の歳出面の特徴の一つであり、歳入面にお
ける投資的経費、地方債の増加の要因となって
います。
まず、防災のための重要インフラ等の機能維

資料 5

資料 6



講　 演

持等を目的とした事業を平成30年の補正予算も
含めて 3か年で増やしていくこととしておりま
す。地方財政対策としては、もちろん地方財政
計画に計上したうえで、補正予算債を充てまし
て、充当率100％で元利償還金に対する交付税
措置率50％という有利な起債をはめる形にして、

積極的に推進するという方向性が出されたとい
うことが大きな特徴と言えます。
こうした直轄、補助事業である「 3か年の緊

急対策」と連携して、地方が単独事業として行
う防災インフラの整備を推進するため、「緊急
自然災害防止対策事業費」を地方財政計画に計
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上して、地方が単独で行うものについても財政
措置を行うこととしております。
すなわち充当率100％、元利償還金に対する
交付税措置率70％の有利な起債を発行できるこ
ととしております。事業費は3,000億円確保して
います。
資料 7の、「公共施設等の適正管理の推進」
についてですが、「公共施設等適正管理推進事
業費」を拡充しております。この「適正管理推
進事業費」として、典型的な事業は、集約化・
複合化事業であり、例えば二つある公民館を一
つにして、面積を減らすなどスリム化を図り、
かつ老朽化対策を行うというようなイメージの
事業です。ほかにも基盤施設の長寿命化対策や
他用途へ転用する事業などに起債を認めていま
す。平成31年度も引き続き行うこととし、長寿
命化事業等、その内容を拡充することにしてお
ります。
資料 8の「水道・下水道事業の広域化等の推
進」については、これから人口減を迎えるにあた
り、面的な公共施設の水道、下水道事業などの
公共施設の適正管理について、今後大きな課題
になってきますので、一部を拡充し、引き続き広

域化等を推進していく内容となっております。
資料 9をご覧ください。「地方財政計画の歳

出の推移」を見ることにより、その特徴をもう
1度振り返ってみたいと思います。
歳出の総額のピークだったのが平成13年度ぐ

らいで、そこから徐々に微減し、平成25年度ぐ
らいが底になっています。そこから再び微増し
てきて、平成31年度は89.6兆円ということで、
平成13年度を追い越すところまで来ています。
内訳を見てみますと、社会保障関係費等の一

般行政経費が増えており、平成13年度は21兆円
だったのが、平成31年は38兆円まで伸びていま
す。にもかかわらず、平成25年度までは総額は
減少しています。その理由としては、投資的経
費の縮減、給与関係経費の圧縮分で吸収してい
るためであり、このため総額が減少してきてい
ると考えられます。
平成25年度以降は、給与関係経費と投資的経

費による吸収ができなくなり、歳出総額が伸び
てきています。
また、先ほど、「防災・減災、国土強靭化の

ための 3か年の緊急対策」で計上してると申し
上げましたが、この投資的経費の過去数年の数
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字をご覧いただきますと、平成25年度以降11兆
円という数字が並んでおり、平成30年度になる
と12兆円、平成31年度では13兆円となり、わず
かではありますが伸びてきているというのが近
年の特徴です。
資料10「国・地方プライマリーバランスの財
政健全化目標」についてですが、こちらは2018
年の骨太の方針、「経済財政運営と改革の基本
方針2018」の中で閣議決定されているもので、
健全化目標の一つ目は、2025年度に国・地方を
合わせたプライマリーバランスの黒字化を目指
すということ、二つ目は債務残高対GDP比の安
定的な引下げを目指すという目標を掲げていま
す。グラフは平成31年 1月30日に内閣府が試算
したプライマリーバランスの今後の見込みです。
下部の2018年度をご覧いただくと、2018年度
の見込みでプライマリーバランスをゼロにする
には15.2兆円足りないということになっていま
す。これが目標年度の2025年度にどうなってい
くかということですが、この推計は成長実現ケー
ス、経済成長率がかなり高いということを見込
んだケースです。それでもなお2025年度に黒字
化するには1.1兆円、0.2％足りないという試算

が出されています。
こうした中で来年度以降も、国・地方におい

ては財政運営をしていかなければいけませんか
ら、地方側からは国にもうちょっと我慢してほ
しい、というような話も当然出てくると思いま
す。私どもとしては、できる限り地方財政に十
分な財源を確保して、財政運営に支障が生じな
いよう努力していく必要があると考えておりま
す。以上が、平成31年度の地方財政計画のアウ
トラインです。

【地方税制の課題】
平成31年度地方税制改正で大きなテーマは、

大きく二つあります。一つ目は、地方法人課税
における新たな偏在是正措置を導入したこと、
二つ目は、自動車関係諸税についての車体課税
の見直しが行われたということです。これらに
ついてポイントをお話いたします。
資料11「地方法人課税における新たな偏在是

正措置」ということですが、2019年10月以降に
消費税が引き上がった後の対策として、左の図
にありますように法人事業税の一部の約 3割を
分離し、特別法人事業税という名前の譲与税に
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して、人口を譲与基準とし、各都道府県に分配
し直すという措置が新たに設けられることとな
りました。かつ、譲与する場合には、不交付団
体に対しては譲与制限を設けることとし、財源
超過が生じている団体には下限としては、25％
だけ譲与するという形を取ることにしました。
これにより、東京都からは4,000億円程度財源が
移譲されるのではないかと試算されております。
ご存知のとおり、偏在是正が行われたのは今
回が初めてではございません。現在では法人住
民税の一部を国税化して交付税で配分する措置
が取られておりますが、なお財源に偏りが生じ
ているということで、今回「新たな偏在是正措
置」が講じられることとなりました。
この考え方については、資料12をご覧くださ
い。法人二税でみると、東京と奈良の間で人口
一人当たりの税収で約 6倍の格差があります。
ところが、右図の県内総生産ベースで比較する
と、3.17倍の格差に留まっています。今回の特
別法人事業譲与税を導入した後でどうなるかと
いうと、大体3.15倍ぐらいの格差に留まり、ほ
ぼ県内総生産に相当するような格差に縮まって
くると考えられます。

資料13ですが、「車体課税の大幅見直し」に
ついてです。大きく分けますと、「保有課税の
恒久減税」と「環境性能割の臨時的軽減」に分
けられます。
まず「環境性能割の臨時的軽減」については、
消費税の10％への引上げにあわせて、従来の自
動車取得税は廃止して、環境性能割という税金
を新たに導入するということになっております。
環境性能に応じて税率を 4段階で適用すること
にしておりますが、1年間に限って税率を1％分
軽減するという措置を講じることとしております。
「保有課税の恒久減税」については、自動車
税の税率の引下げを行い、2019年10月1日以後
に初回新規登録を受けた自動車、いわゆる新車
だけを対象として、総額で1,320億円程度減税
を行うということにいたしました。この1,320億
円の穴をどうするかということですが、グリー
ン化特例やエコカー減税などの見直し、国税か
ら地方税への税源移譲により全額穴埋めをする
ということになっております。
実際いくら自動車税の税率の引下げが行われ

るかというと、1,000cc以下が4,500円、1,000cc
か ら1,500ccが4,000円、1,500ccか ら2,000ccが
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3,500円、2,000㏄から2,500ccが1,500円、2,500cc
以上で1,000円がそれぞれ引下げとなります。
資料14は、自動車税の税率引下げによって、
どのくらい減収がトータルで生ずるのか、それ
をどう埋めていくのかという図です。まず斜め
の線をご覧いただくと、これが減収を示すもの

ですが、右肩上がりとなっていますが、平成46
年度ぐらいから平行線になっています。つまり
新車から自動車税の減税の対象になるので、減
税効果が徐々に大きくなっていきます。平成46
年度ぐらいから平年度化していくことが見込ま
れており、それを様々な形で増収して、結果的
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にプラスマイナスゼロにするということをあら
わした表です。
このように、平成31年度の大きなテーマは偏
在是正措置、自動車税関連の二つございます。
資料15は、これも大きな議論であった「ふる
さと納税の見直し」についてです。ふるさと納
税についてはご存知のとおりですが、額が非常
に伸びており、トータルとしては地域振興のた
めの施策として有効なものと考えております。
ただ、返礼品競争が過熱しておりまして、歴代
の大臣からも返礼品は 3割以下とし、また地場
産品にしていただきたいなどとお願いをしてき
たところです。
ほとんどの自治体については、返礼品の適正
化を図っていただけたのですが、一部の自治体
だけ適正化が図られていないというような状況
になっています。このままですと、ふるさと納
税の制度自体の存続が難しくなる可能性もある
ことから、新しい制度の導入について、平成31
年度の税制改正大綱の中に盛り込み、改正法案
を提出し、見直しを行うことといたしました。
見直しの内容については、総務大臣が地方財政
審議会の意見を聴いた上で基準に適合する団体

をふるさと納税の対象団体として指定をする仕
組みをとることとしたものです。
指定を行う基準については二つありまして、

一つ目は寄附金の募集を適正に実施する団体で
あることです。適正な募集については今後議論
を行っていくこととしています。
二つ目は、返礼品を送る場合に返礼割合は3割

以下とし、返礼品を地場産品とするということ
です。この地場産品とは何かということですが、
法律上は、返礼品が当該地方団体の区域内にお
いて生産された物品または提供される役務、そ
の他これらに類するものであって、総務大臣が
定める基準に適合するものということですが、こ
れについても今後検討していくこととなります。
具体的にボーダーラインを定めるのが難しい

ケースもありますので、自治体に照会をして吟
味した上で、法律施行後、速やかに適正募集の
基準、地場産品の基準を定めていきたいと考え
ています。
この改正は2019年 6月 1日以後に支出された
寄附金について適用するということになります。
仮にこの指定から漏れる自治体が生じた場合、
その自治体には2019年 6月 1日以後に支出され
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た寄附金は、ふるさと納税の対象外ということ
になります。ほとんどの自治体はこの指定の対
象になると考えますが、対象にならない自治体
があるのかどうか、これから検討をしていきたい
と思っております。
資料16「森林環境税及び森林環境譲与税の制

度設計イメージ」についてですが、実はこれら
の制度を税制改正大綱に盛り込んだのは平成30
年度であります。国税である森林環境税の制度
は簡単で、市町村が住民 1人あたり年1,000円を
徴収するというもので、平成36年度から施行す
ることとしております。森林環境譲与税は、私

資料15
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有林の人工林面積、林業就業者数、人口により
按分して市町村に配分することとしております。
課税は平成36年度から、配分するのは平成31
年度からとしておりますが、これがどのような
仕組みかというと、資料17をご覧ください。実
は、個人住民税均等割りは、全国で実施する防
災施策対応分ということで平成35年度まで1000
円が既に引き上げられています。その後に森林
環境税として、引き続き平成36年度以降も1000
円分の課税を行うこととしております。
その間、譲与税はどうするのか。暫定的に譲
与税特別会計で借入金を行い、それを森林環境
税の一部において償還していきます。平成45年
度からは平年度ベースで毎年600億円を確保で
きるようにするという仕組みになっています。

【地方行政の課題】
資料18をご覧ください。「Society5.0時代の地
方」について、これは石田大臣の肝入りで進め
ている地域活性化策です。「Society5.0」とは、
これまで私たちが歩んできた狩猟社会、農耕社
会、工業社会、情報社会を経て、次に続く新し
い社会が「Society5.0」というわけです。これ

までにない社会の大変革時期にまさに差し掛
かっているいう認識を持たなくてはいけないと
いう強い思いが込められています。
この「Society5.0」を迎えるにあたり、それ

を支える技術というのは様々です。ICTのプラッ
トフォームや災害用ロボット、自動車の自動走
行など多種多様になってきています。これらを
活用して、地域コミュニティを維持するために
就業の場やその担い手を確保したり、生活サー
ビスを確保・向上することが可能となってきま
す。それぞれの自治体と総務省とで十分な情報
のやり取りをして、横展開していくことにより、
地方の声を受け新たな施策等に取り組むという
仕組みをつくっていきたいと考えております。
資料19、20をご覧ください。具体的な取り組

みの進め方において、重要となってくるのが「認
識の共有」です。そのために総務省内に「地域
力強化戦略本部」を設置し、新たな施策展開を
実施することとしております。
まずこの考え方の導入部として、各市町村長

に対してeメールを送り情報の交換を進めており
ます。メールの内容については総務省のホーム
ページからもご覧いただけます。

資料17
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資料21「第 5世代の移送通信システム（ 5Ｇ）」
についてです。皆さんの多くが現在お使いになっ
ている携帯電話の通信システムは第 4世代（ 4
Ｇ）と言われているものです。これが新しい世代、
５Gになると、超高速、超低遅延、多数同時接
続が可能になります。例えば、ロボットを遠隔

制御したり、ヘリコプターの中で機械を使った
緊急手術をしたりというようなことも可能に
なってきます。あるいは、複数の端末を同時に
接続できるようになると普段の生活も大いに変
わります。これらが地域活性化にも十分役に立
つことが考えられるわけです。

資料19

資料18
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資料22では、これらの実現のスケジュールを
示しています。現在、各通信会社に対する周波
数の割り当てについての作業を進めております。
実際には2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックが開催する年に商用サービスを開始する
予定としております。

資料23をご覧ください。「 5Ｇの広範な全国
展開確保のイメージ」について示しております。
5Ｇの認可を行うにあたり、これまでの 4Ｇに
おいては人口カバー率を重視しておりました。
そうなりますと、新しい技術というのは都心部
から順次入っていくことになり、人口の少ない

資料20

資料21
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地域にはなかなか展開しない可能性が出てきま
す。ここで少し考え方を変えて、全国を10キロ
四方のメッシュに区切り、約4500のメッシュに
ついて、 5年以内に50％以上のメッシュで 5Ｇ
の特定基地局を整備し、 2年以内に全都道府県
でサービスを開始しようという指針を考えてい

ます。すなわち、この指針によれば都市部と地
方部が同じ一つのメッシュとしてカウントされ
ることになります。
従いまして、この指針上、地方部への展開が

行いやすくなっているということが分かるかと
思います。ただ、実際には商業サービスである

資料22

資料23
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ことから、地方部に展開するにはそれなりの努
力が必要になってくるのではないかと考えてい
ます。
いずれにしても、これからの 5Ｇの整備が地
域活性化の一助となれば幸いです。
次に資料24をご覧ください。
在留外国人数は1990年ごろから増加していま
したが、リーマンショック後に減少に転じ、そ
の後再び増加傾向となっています。在留する外
国人の国・地域も様々で、現在では、中国・朝鮮、
中南米地域に加え、東南アジア地域が増加して
きています。
こうした状況の中、日本における人手不足の
深刻化を踏まえて、新たな外国人材の受入れに
関する制度ができました。受入れ対象者につい
て、特定技能 1号、 2号という資格を新たに設
け、指定された職種の方が日本に滞在できる在
留資格を得ることができるようになり、外国人
が安定的に活動を行うことができる制度が設け
られました。
当然のことながら、外国人の方々が地域に増
えますと、各自治体に様々な影響が出てきます。
特に市町村を中心に対応策を実施する必要性が

生じてきます。
国が示した総合対策についてですが、例えば

全国各地における一元的窓口を全国に約100か
所設置することとしています。また、多言語の
音声翻訳システムの利用など、各自治体の実情
に沿った形でそれぞれ考えていただく必要があ
ると考えております。
そのような中、総務省では資料25の「地域に

おける多文化共生推進プラン」を策定し、推進
体制の整備に努めてまいりましたが、新たに、
「多文化共生の推進に関する研究会」を設置し、
施策の更なる推進に向けた方策を検討するため
議論を行っています。
また、情報通信研究機構（NICT）が「VoiceTra」

という多言語翻訳システムを開発しております。
現在、アプリを無料でダウンロードできますの
で、是非、お試しください。
次に「第32次の地方制度調査会」について、

少しお話をいたします。平成30年 7月に「第32
次地方制度調査会」が 2年間の任期で総理大臣
から諮問されました。人口減少が深刻化し高齢
者人口がピークを迎える2040年ごろから逆算し、
顕在化する諸課題に対応する観点から、圏域に

資料24
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おける自治体の協力関係、公・共・私のベスト
ミックス、その他について調査審議を進めるこ
ととしております。
資料26ですが、「第32次地方制度調査会」が
始まる前に 1年弱かけて「自治体戦略2040構想
研究会」において、同様のテーマについて学識
経験者と自由に意見交換を行いました。その中
で取り上げられたのが「2040年に向けた人口の
動向」についてです。
2015年度の人口の構造は大きく二つの出っ張
りがあることが分かります。団塊の世代約215
万人、この方たちが現在は66歳から68歳ぐらい
であり、その子供たちの団塊ジュニア約200万
人については現在41歳から44歳です。注目しな
ければいけないのは、三つ目の出っ張りがない
ということです。団塊ジュニアの子どもたちが
その約20年後に増えてもよかったと思いますが、
これがないということが2015年時点の人口構造
の特徴でもあり、それは25年後、2040年におい
ても変わることがないわけです。2040年の時点
ではどうなるか、図はそのまま上のほうにずれ
ていきます。団塊の世代は91歳から93歳となり
約80万人、団塊ジュニアも66歳から69歳となり

180万人程度になります。以下、20歳ぐらいま
では図がそのまま上に移行するということにな
ります。それ以下は今後の状況により変化はし
ますが、現時点での出生推計は、高位推計は1.64
ということで、高位推計でも減少していく形に
なっていくことが予想されています。
ここで二つ申し上げたいことがあります。ひ

とつはこれまで「まち・ひと・しごと創生」等
による地域振興の施策を引き続き実施していく
ことと、2040年の人口構造を前提とした対策を
考えることは、矛盾することではないというこ
とです。この図で明らかなように、2013年から
2015年生まれより上の人口についての形は固
まってしまいます。2040年の人口構造の姿とい
うのは、20歳以下がこれからどのようになって
いくかはまだ変わりうるものであり、また外国
人がどの程度、入ってくるかということもわか
りませんが、少なくとも日本全体としては、こ
の2040年の形はおおむね変わりません。そうい
う意味で、このような人口構造になることを前
提にして今から何ができるかについても、真剣
に考えていかなくてはなりません。もちろん、
地域活性化、地域振興に各地域が取り組むこと

資料25
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資料26

も重要ですが、この二つのことを行うのは矛盾
することではないのです。
もう一点申し上げておきたい点は、なぜ団塊
ジュニアの子どもたちがいないのかということ
です。資料27をご覧いただきますと、左の上の
「1996年〜2001年」の図では、折れ線グラフの

丸で囲った部分の「25歳〜29歳」、「30歳〜34歳」
がマイナスになっています。これは、2001年時
点の「25才〜27才」、「30才〜34才」の人が、
5年前の同年代の人に比べて所定内給与が下
がったことを意味します。
この世代は、2011年及び2016年時点でもそれ

資料27
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ぞれ 5年前の同年代の人より給料が少ないこと
が分かります。これがいわゆる就職氷河期世代
です。1972年から1976年生まれが特にと書いて
ありますが、この世代が団塊ジュニアとほぼ重
なるわけです。こういう所定内給与が比較的低
い状況になっているということも、団塊ジュニ
アの子どもたちが増えなかった要因ではないか
ということが一つの仮説です。この世代が2040
年以降、66歳以上になってくると、単身の高齢
者が増えてくるということが予想され、社会的

な問題になって来ると考えられます。
駆け足でのお話となりましたが、様々な課題

が山積している中、これからもしっかりと課題
解決に向け、引き続き取り組んでまいりたいと
考えております。
ご清聴どうもありがとうございました。

※�文中の和暦の表記につきましては、資料に基
づいています。




