
2004年度地方財政対策の特徴と 課題

一般財源圧縮下で

新しい公共空間の創造を
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今年は、来年度予算に向けて、多くの自治体

が財源不足になりました。予算は夏から暮れに

かけて編成しますが、その時点で予想以上に一

般財源が減ると大騒ぎになったところがありま

す。大騒ぎにならなかったところも、１月20日

に「総務省財政課長内かん」が発表されると、

予定していた一般財源が相当程度入ってこない

ことがわかり、いったん組んだ予算を手直しし

なければならなくなりました。これが今年の特

色です。

今回の地方財政対策をめぐる動きは、基本的

には「三位一体の改革」に規定されています。

その結果、地方財政計画の規模は２年連続して

縮小し、地方交付税は6.5％、臨時財政対策債

も28.6％のマイナスとなりました。

何とか予算は組めたと思いますが、問題なの

は予算の中身です。予算は、歳入歳出を合わせ

ればいい。歳出が削れないとすれば、歳入面で、

税の徴収率を予算上、上げて税収を増やしたり、

起債や使用料・手数料を急きょ上げるなどで何

とか手直しした。これを「空財源」と言います

歳出をカットする団体も相当ありました。長

野県のように、主要基金の全額取り崩しと寒冷

地手当の削減という、非常手段に追い込まれた

ところも少なくありません。

そういった点では、一般財源の圧縮が本格化

し、歳出の圧縮とその構造転換に否応なく踏み

出すことを強く促す地方財政対策だということ

ができます。一方で、国庫補助負担金の削減と

それを基幹税の税源移譲でカバーする道筋は、

自治体側の機敏な反応もあって、大きな不満は

あるもののそれなりの形となったといえます。

04年度地方財政対策と地方財政の姿

地方財政計画規模の縮小

04年度の地方財政計画の規模は、84兆6700億

円程度となり、03年度の86兆2100億円から１兆

6000億円程度の減となりました。これは対前年

比1.8％程度のマイナスです。この地方財政計

画の規模縮小は、02年度から３年連続となって

います。ピーク時の01年度89兆3100億円と比べ

ると、5.2％の減少です。

地方一般歳出の縮減

04年度の地方一般歳出は、68兆1000億円程度

。となり、対前年度比2.3％程度のマイナスです

経常経費の地方単独事業も0.3％減。経常経費

系統の補助事業のうち地方単独事業に振り替る

ものが6200億円程度あり、これは「所得譲与

税」として税源移譲されました。

地方単独事業（建設）

04年度は13兆4700億円程度とされ、03年度の

14兆8800億円から9.5％程度、減少しました。

地方債依存度
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歳入 歳出 歳入 歳出
821,109 821,109億円(0.4%増) 846,700億円 846,700億円 1.8%減
(817,891) (817,891) (862,100) (862,100) (1.5%減）

所得税 国債費 地方税 給与関係費 一般財源比率
137,780 175,686 323,231 230,000 60.8 (60.2%)
(138,100) (167,981) 歳入 歳出 (321,725) (234,500)

4.6%増 0.5%増 1.9%減 地方債依存度
法人税 1.7%(17.5%)

94,070 　　都道府県 計画人員
(91,140) 地方交付税 一般会計より 136,906 10,980人減 公債費と水準超経費を除く

法定分 受け入れ (134,339) 一般歳出　681,000億円
酒税 111,561 153,887 1.9%増 一般行政経費 2.3%減

15,880 (106,141) (163,926)
(17,330) 所得税・酒税 地方交付税 　　市町村 (208,100)

の32% 186,325 うち単独分
消費税の4/5 49,171 特会剰余金の 168,861 (187,386) 111,500 交付税特会借入金残高

95,630 (49,728) 活用 (180,693) 0.6%減 (111,849) 2004年度末見込み
(94,890) 法人税の35.8% 44,200 6.5%減 譲与税 この他 約50.2兆円うち地方負担分

11,452(165.2） 一般財源化 約32.8兆円
たばこ税 消費税の4/5 6,200 ( 03年度末48.5兆円と

8,980 の29.5% 31.8兆円の見込み)
(9,170) 28,211

(27,993) 17,755 地方の借入金残高
租税及び たばこ税の25% (19,515) 2004年度末見込み
印紙収入計 2,245 6,949 204兆円程度

417,470 (2,293) (6,080) 地方交付税 （01年度末  188兆円程度)
(417,860) 168,861

 0.1%減 4条の2第2項加算 (180,693)
2,108 6.5%減

4条の2第8項
1,246 返還金1 借入金利子及び

臨時財政対策加算 償還金支払
38,876

投資的経費
213,300

一般歳出 短期市場などからの借入金 国庫支出金 (232,900)
476,320 8.4%減
(475,922) (130,745)

 2.3%増 1.1 %減 うち単独
134,700

うち地方への 道路・治水等 (148,800)
公債金収入 補助金等 特別会計 9.5%減

365,900 地方債
(364,450) 交付税のうち 141,448 うち補助

0.4%増 法人税分　 (150,718) 67,100
うち建設公債 法人税の35.8% 6.2%減 (     　　　　  )

65,000 （99年は32.5%） 2004年度 7.1%減
(64,200) 33,677 政投融資計画 財源対策債

うち特例公債 (32,628) 204,894 2003年度 18,000
300,900 (234,115) 地方債計画 (18,400)
(300,250) 減税補填債

12.5%減 174,843 4,498
(184,845) 臨時財政対策 公債費 公営企業繰出金
5.4%減 41,905 134,700 30,800

(137,673) (32,200)
0.6%減 うち企業債

償還費普通会計
地方特例交付金 負担分　21,800

税外・その他 11,048 (22,433)
収入 (10,062)
37,739 その他
(35,581)

水準超経費

（　）内は03年度当初の数字である。2004/01/23SAWAI作成。
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中央財政と地方財政の関係（２００４年度)

国の一般会計 　地方財政計画

　地方交付税・譲与税特別会計
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16.7％程度（前年度17.5％）となり、地方財

政計画の規模縮小、地方単独事業（投資）の圧

縮、地方財源不足の削減などによって、依存率

は0.8％程度小さくなっています。

地方交付税の減少

出口ベースでは16兆8900億円程度となり、03

年度当初の18兆693億円に比較して１兆1793億

円、6.5％程度減少したことになります。地方

交付税総額の減少は４年連続で、ピーク時の00

年度21兆4107億円から４兆5207億円の減少し、

21.1％の大幅なダウンとなっています。

臨時財政対策債

01年度に設けられ、当面３年度間の措置とさ

れた臨時財政対策債は、03年度の５兆8696億円

に比較して１兆6791億円減少の、４兆1905億円

となりました。28.6％減です。これは、地方財

源不足の圧縮にともなうものです。

今回の地方財政対策の最大の特徴は、地方交

付税（出口ベース）と臨時財政対策債を合わせ

た一般財源（みなし）の削減額が２兆8584億円

に達し、21兆766億円となったことです。これ

は03年度の23兆9389億円の約12％減となってい

ます。なお、この臨時財政対策債は04年度以降

も向こう３年度間、引き続き活用されることと

なっています。

地財対策を条件付ける諸要因

以上のような地財対策を条件付ける要因には、

以下のことがあげられます。

三位一体改革の初年度

03年６月に閣議決定した「平成16年度から18

年度の３年間で４兆円の国庫補助負担金の廃

止・削減を実現し、それとともに、補助金廃止

後も地方に残る事務事業の財源については、基

幹税を地方に移譲することによってほぼ全額を

カバーする」ことを、第２次分権改革の初年度

として、どこまで実現するかが、最大の焦点で

した。

その結果、初年度は文部科学省や厚生労働省

などの「国庫補助金の１兆円廃止」が決まりま

した。そのうちの移譲すべき財源については、

平成18年度までに、所得税から個人住民税へ税

源移譲することが決まりました。それまでの暫

定措置として 「所得譲与税」の創設と、義務、

教育国庫負担金のうち退職手当・児童手当は

「税源移譲予定特例交付金」が設けられました。

この評価にはいろいろありますが、理念通り

に明確なかたちにならなかったにしても 「税、

源移譲」をまがりなりにも実現したことは評価

できると思います。問題は、この税源移譲とい

う大改革を、少なくも経済財政諮問会議が約束

した４兆円全額の国庫補助金廃止とともに、さ

らに着実なものとすることです。

今後は、知事会等が提言している、廃止補助

金を８兆円あるいは10兆円に拡大することが課

題となっています。

地方財政計画の規模縮小

これまで総務省は 「交付税総額の確保」を、

堅持してきましたが、１昨年、02年の12月の経

済財政諮問会議で、妥協が成立しました。すな

わち、この時点で総務省はそれまでの旗を降ろ

しています。それが、来年度本格的になるとい

う点です。

｢モラルハザード｣論と｢地方分権の趣旨｣

この「モラルハザード論」は、分権改革の趣

旨である「受益と負担の関係の明確化」に反す

るものとして、交付税制度に対する批判の主な

論点となってきました。しかし、このような

「分権改革」の理解は一面的で、むしろ 「受、
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益と負担の関係を明確化する理念」と「ハンデ

ィキャップ地域の社会連帯による自律」という

２つの原理があると考えるべきです。これにつ

いては、後でまた触れます。

雇用なき景気の回復

経済が回復基調にあるため、法人税関係はい

くぶん増収が見込まれています。しかし、企業

収益の改善はリストラによるコスト圧縮であっ

て、いわゆる「ジョブレス・リカバリー」の様

相が濃い。雇用回復のない景気の持ち直しです。

この「ジョブレス・リカバリー」は、経済のグ

ローバリゼーションと技術革新、終身雇用制度

と年功賃金制度の解体、パート労働への置き換

えという３つの要因で生じている可能性が高い。

そうだとするとこの状態は、産業別に異なると

はいえ、一定の平衡状態になるまで続くことが

考えられます。

中期的・長期的にもデフレ基調

昨年の消費者物価指数は、下落幅は小さくな

っていますが、引き続き下落しています。一般

物価下落とともに、資産デフレ、とくに地価の

下落がなお進行している。これに、民間給与が

先導するかたちで賃金デフレが続いています。

年金改革、社会保障財源との関係

今年中に一定の結論を見出すべき課題として、

年金制度の見直しがあります。有力財源として、

消費税がターゲットにされているために、国か

ら地方への基幹税による税源移譲は、かなり厳

しい枠がはめられています。

市町村合併と新しい自治制度

昨年11月に出された第27次地方制度調査会答

申は、一般制度としての地域自治組織を提起し

ました。また都道府県合併の具体的な手続きの

法定化を提案しています。新しく設けられる第

28次地方制度調査会では、道州制の検討をする

ことになっています。すでに、北海道でモデル

事業として州制度が試みられています。

市町村合併の方はさらに進み、04年12月段階

の法定合併協議会の設置状況から単純推計する

と、06年度頃までに1800市町村を切って、1700

台にまで統合される可能性も出てきています。

こういう状況のなかで、地域の再構成、地域

社会の再創造が求められています 「地域福祉。

計画」もそうですが、地域社会をコミュニティ

とアソシエーションの複合体として再構成する

ことが、拡大した新自治体あるいは既存の都市

の再生につながると思っています。

人口の減少

日本の人口は、2005年の１億2745万人がピー

クで、予想より５年ほど早く、人口減少社会に

移行する見込みです。人口減少社会は、すでに

過疎地域で経験していますが、国レベルでの人

口減少がどのような影響を、わが国の経済と社

会に与えるかは、まだ未踏の領域に近い。

言えることは、国内的な需要の面からは、経

済成長はマイナスが常態化するのではないかと

いうことです。

地域再生の課題

交付税改革を考える複数の原理

市場原理を生かした、分権的で平等な福祉社

会のためのツールとして、分権改革をどう考え

るか。

まず 「分権改革」は、必ずしも行政の透明、

化や市民社会の創造とは結びつかないというこ

とです。だからこそ情報公開などによる透明性

の確保、住民参加の拡大、行政の説明責任の徹

底、市民的政策評価などの確立が必要なのです。
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この場合、先に見たように「受益と負担の関

係の明確化」が実現できる、都市部のように、

地域内に国税・地方税にまたがって十分な税源

があり、税源移譲や、税率の引き上げ、課税対

象の拡大などで、地域住民が負担した税がどの

ように生かされるかが、明示できる自治体があ

る一方で、どのように努力しても税源自体がな

く、公共サービスの供給量とバランスがとれな

い、山村や中山間地、離島などの過疎自治体あ

るいは、小規模自治体があります。

交付税制度では、このような構造的なハンデ

ィキャップを抱えた「自立困難自治体」につい

ても、そこに生きる住民は、他の地域と平等で

公平な権利が保障されることが認められなけれ

ばなりません。いわば社会組織原理としての

「ノーマライゼイション」の原理です。

加えて、地球環境や緑と水の、維持・再生の

ための貢献が適切にカウントされなければなら

ない。それが「地方自治の本旨」のもう１つの

原理です。

すなわち「自立･自助」あるいは「受益と負

担の関係の明確化」の精神が「地方自治の本

旨」あるいは「地方分権の趣旨」の１つの原理

とするなら 「公平･公正の確立」も、同じ「地、

方自治の本旨」あるいは「地方分権の趣旨」の

原理だということです。憲法第92条に規定され

ている「地方自治の本旨」すなわち「地方分権

の趣旨」は、この２つの拮抗する原理が含まれ

ていると考えるべきです。

フランス革命は「自由・平等・博愛」という

理念を掲げた革命でした。この「自由」と「平

等」は、相互に対立する概念です。ゼロサム的

な理念といっても良い。自由の極大化は、弱肉

強食や闘いの世界を導きます。そこには平等原

理が立ち入る余地がない。一方で徹底した平等

は、個人の自由な生き方を抑制することにつな

がります。これら２つの対立する原理は、しか

し、両者とも人間が生きていく上で、その実現

が常に求められます。そこで、この２つの原理

を媒介するのが 「博愛」ないしは「連帯」で、

す。

つまり、人間社会は１つの原理で成立するも

のではなく、むしろ相互に対立する原理を追求

することが可能になったとき、社会としての安

定性や活力が生まれる、そういった複雑さをも

っています。

こういった意味で、地方自治やそれを包含す

る、21世紀の社会構成の原理あるいはその仕組

みは、複数ないし重層的であるべきだと考えら

れます。オーストラリアやカナダでの「多文化

共生社会」に向けた努力もその１つです。

このように考えると、交付税制度の改革の方

向は、信用や信頼を基礎とした「より透明性が

あり、責任を明確にした、自由な市場の制度化

の追求」と 「社会的な連帯」を基礎とした、

「平等で公平な福祉社会 、そして「地球環境」

の危機を乗り越え、持続できる発展の追求」と

いう複数の基本原理をバランスさせるところに

求められるのではないでしょうか。

三位一体改革の課題

税源移譲については、政府税制調査会で具体

化が始まっている、所得税の住民税への移譲と

比例税率化という問題を、税源移譲のデザイン

としてどのように考えるか。税収の不均衡是正

をどこまで、どのように行うか。そして自治体

間のアンバランスを、どのような仕組みで、ど

こまで調整するか、という問題があります。

地方財政の歳入は縮小傾向が続くなかで、歳

出は思い切って絞っていかなければならない。

各自治体の「財政健全化計画」や「構造改革推

進計画」などを、04年度ベースで見直し、特に

人件費の削減ないし再構成に本格的に取り組む

必要があります。組織のフラット化による中間
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管理部門の圧縮と効率化が求められています。

そして、自治体が行う事業は、福祉と環境、

雇用とまちづくりへ特化する方向を選択する必

要があると思います。特色あるサービスに集中

し、行政の責任範囲を定めることが求められて

いる。

補助金の削減では、４兆円削減と税源移譲と

いう目標を実現させたい。そして、第３次の分

権改革につなげる仕掛けをつくる必要がありま

す。補助金廃止の対象となった事業が、補助金

なしに、むしろよい政策効果を生むという成果

を明瞭に示していく必要があります。市民参加

による政策評価や事務事業評価を駆使して、さ

らに一歩をすすめたい。

新しい公共空間の創造

地方自治体ガバナンス(共治)の世紀に

公共サービスの必要性は、これからますます

高まります。それを行政がすべて担うことは不

可能だし、非効率でもあります。住民が地域の

公共的施設の運営や管理にかかわり、むしろ主

導権をとるまでになることが望まれます。自治

体は、国や他の自治体、そして広く行動してい

る市民グループとの交流と討議、共同のプロジ

ェクトの企画と運営に特化するようにしたい。

そして、地域の住民やＮＰＯ、事業者との仲介

やあっせん、調整など、コーディネーターとし

ての役割が期待されています。

それとともに、児童相談所の立ち入り検査権

の積極的な活用や、生活保護受給者や失業者、

障害者などへの恒常的な相談など、行政として

の機敏な対応ができる組織になるよう求められ

ています。

しかし、地域住民がすぐに自治の力を持つこ

とは、それほど簡単ではありません。これから

数年は、そのために、地域に重点的な投資が必

要です。

まず必要なのは、職員の側の人材育成。例え

ば、地域担当部門を地域ごとに設置し、そこに

地域担当職員を配置する。住民が活動しやすい

ように、そして行政とつなげるよう活動する

「ソーシャルワーカー」をつくる。

また、拠点を確保したい。農協の支所跡地で

もいいし、余裕教室でもいい。また撤退した銀

行の店舗でもいいですね。その拠点は、市民活

動の根拠地でありたい。

さらに、これまでコンサルタントに支出して

いた委託費を、その地域組織に交付することも

考えてみたい。お金が動くことによって地域ボ

スが問題となる可能性もありますが、徹底した

情報公開による透明性を実現することと、地域

職員の配置によって、相当程度チェックできる

はずです。

これらは、すでに各地域で先進的な取り組み

があって、相当の成果を積み上げつつあるもの

ばかりです 「地域自治組織」の原型はすでに。

生まれ初めていると言えます。

、 。20世紀はガバメント 「政府」の時代でした

すべて政府にお任せして、政府にやってもらっ

ていた。福祉国家型、集権型福祉国家の形です。

しかし政府の限界が見えてきた。

21世紀は「ガバナンス」の時代、市民ととも

に「共治」する時代です 「パートナーシッ。

プ」は下請けではだめです。責任もお金も渡し

て、肩を並べて同じ方向を見て議論する。

このような、地域への「人、もの、金」の投

資をすすめ、ガバナンスを実現する新しい「自

治」を豊に構想していきたいものです。

（さわい まさる・奈良女子大学生活環境学部教授）
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