
2002年度 地方財政対策にみる、

自治体財政の状況

昨年12月４日、政府は2002年度の予算編成の

基本方針を閣議決定しました。それに関連して

総務省自治財政局では地方財政の見通しおよび、

予算編成上留意すべき事柄について、１月21日

に財政課長から内かんが提出されています。

国の予算と地方財政の方向

そこでは、国の予算等について、

１．2002年度予算は、財政構造改革の第一歩と

、 、して 「国債発行額30兆円以下」との目標の下

歳出構造を抜本的に見直す「改革断行予算」と

位置づけられ、いわゆる「５兆円を削減する一

方で重点分やに２兆円を再配分する」という理

念を踏まえつつ、予算配分を大胆にシフトする

ことによって経済構造の転換を促進すること。

このため 「今後の経済財政運営及び経済社、

会の構造改革に関する基本方針」2001年６月26

日閣議決定）に基づき、以下のアからキまでに

掲げる７分野で政策効果が顕著なものについて

重点的に推進すること。

ア 循環型経済社会の構築など環境問題への

対応

イ 少子・高齢化への対応

ウ 地方の個性ある活性化、まちづくり

エ 都市の再生

オ 科学技術の振興

カ 人材育成、教育、文化

キ 世界最先端のＩＴ国家の実現

２．2002年度財政投融資計画については、財政

投融資改革、行財政改革の趣旨を踏まえ、全体

規模を縮減しつつ、対象事業の重点化を図ると

ともに、現下の社会経済情勢に鑑み真に必要と

考えられる資金需要には的確に対応すること。

３ 「聖域なき構造改革」の考えの下、簡素で．

効率的な行政システムを確立するため、時代の

要請に即応して行政の役割を見直し、行政組織

の減量・効率化等や特殊法人等改革など行政の

構造改革を推進すること。

４．税制については、2002年度予算の「国債発

行額30兆円以下」との目標の下。我が国のもつ

潜在力を発揮できるよう経済社会の構造改革を

推進していく観点から。社会経済情勢の変化等

を踏まえ、公平・中立・簡素といった基本原則

に基づき、適切に対応することこととする。

また、地方財政については 「自助と自律」、

による新たな国・地方関係を確立するため、区

の関与の縮減、地方公共団体の行財政基盤の拡

充、地方財政の健全化や制度改革などに一体的

に取り組むこととし、

１．国の歳出の見直しと歩調を合わせつつ、地

方財政計画の歳出について見直しを行った上で、

所用の地方財政措置を講じること。その際、国

の関与の縮減や、国・地方公共団体が保障すべ

き行政サービス水準の見直しなどに応じて、地

方財政計画の歳出を見直すとともに、定員の計
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画的削減等による給与関係費の抑制や、地方単

独事業の削減を図ることなどにより、地方財政

計画の規模の抑制に努めること。

２．国庫補助負担事業については、国の関与が

特に必要なものに限定していくこととし、費用

便益の検証、事業規模の抑制、配分重点化など

への取り組みを踏まえたものとすること。また、

「国は大きな方向のみ定め、地方にできること

は地方に任せる」との観点から、統合補助金の

いっそうの拡充を図り、地方の裁量を高めると

ともに、地方交付税における段階補正、事業費

補正等の見直しを行い、地方公共団体の自主

的・主体的な財政運営を促すこと。

とされている。

地方財政計画の策定方針

以上のように、国の予算編制方針に基づき、

2002年度の地方財政計画の方向が示されるとと

もに、地方税などの大幅な減少に対応して、地

方財政計画の歳出・歳入の両面における「策定

方針」も示されました。内容は、

2002年度においては、極めて厳しい地方財政

の現状等を踏まえ、歳出面においては、歳出全

般にわたり徹底した見直しを行うことにより歳

出総額の抑制に努める一方、当面の重要課題で

ある個性ある地方の活性化、循環型社会の形成、

少子・高齢化への対応等に財源の重点的配分を

図ることとし、歳入面においては、地方税負担

の公平適正化の推進と地方交付税の所要額の確

保を図ることを基本とするとともに、引き続き

生ずることとなった大幅な財源不足について、

地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補

てん措置を講じることとし、次の方針に基づき

2002年度地方団体の歳入歳出総額の見込額を策

定する。

１．地方税については、恒久的な減税を引き続

き実施するとともに、最近における社会経済情

勢に対応して早急に実施すべき措置として、特

別土地保有税の徴収猶予制度の拡充、株式譲渡

益に係る個人住民税の申告不要の特例の創設等

の措置を講じるほか、固定資産税における縦覧

制度の見直し等を行うとともに、非課税等特別

措置の整理合理化等のため所要の措置を講じる

こととする。

２．地方財源不足見込額について、地方財政の

運営に支障が生じることのないよう、次の補て

ん措置を講じることとする。

(1)恒久的な減税に伴う影響額以外の地方財源

不足見込額10兆6,650億円については、次の措

置を講じる。

①2001年度に講じた2003年度までの間の制度

改正を踏まえ、財源不足のうち建設地方債

（財源対策債）の増発等を除いた残余につい

ては国と地方が折半して補てんすることとし、

国負担分については、国の一般会計からの加

算により、地方負担分については地方財政法

第５条の特例となる地方債（臨時財政対策

債）により補てん措置を講じることを基本と

して対応することとするが、国及び地方の財

政運営を勘案し、国負担分、地方負担分とも、

その４分の１は交付税特別会計借入金により

補てんする措置を講じる。臨時財政対策債の

元利償還金相当額については、その全額を後

年度地方交付税の基準財政需要額に算入する。

②これに基づき、2002年度の地方財源不足見

込額については、次により完全に補てんする。

ア．地方交付税については、５兆5189億円増

額する。この増額は国の一般会計の加算額３

兆4304億円（うち、地方交付税法附則第４条

の２第２項の加算額1578億円、同条第６項の

加算額1400億円、臨時財政対策特例加算額３

兆1326億円）及び交付税特別会計借入金２兆
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885億円により行う。交付税特別会計におけ

る借入金２兆885億円のうち、国負担分の借

入金１兆443億円の償還に必要な財源につい

ては、2008年度以降の各年度において一般会

計から交付税特別会計に繰り入れることとす

る。

イ．地方財政法第５条の特例となる地方債

。（臨時財政対策債）を３兆2,261億円発行する

ウ．建設地方債（財源対策債）を１兆9200億

円増発する。

(2)恒久的な減税に伴う地方財政への影響額３

兆4510億円については、次の措置を講じる。

①恒久的な減税の実施による地方税の減収１

兆9418億円について、国と地方のたばこ税の

税率変更による地方たばこ税の増収措置、法

人税の地方交付税率の引上げ、地方特例交付

金及び地方債（地方財政法第５条の特例とし

ての減税補てん債）の発行により完全に補て

んする。

②恒久的な減税の実施による地方交付税への

影響額１兆5092億円のうち、2002年度に新た

に発生する地方交付税の減収１兆4430億円に

ついては、交付税特別会計借入金により措置

し、国と地方が折半して負担することにより

完全に補てんする。

また、平1999年度以降地方交付税への影響

額の補てんとして措置した交付税特別会計借

入金について、国負担分の借入金の利子相当

額328億円は一般会計からの繰入れにより、

地方負担分の借入金の利子相当額334億円は

交付税特別会計借入金により措置する。

(3)上記の結果、2002年度の地方交付税につい

ては、19兆5449億円（前年度に比し4.0％減）

を確保する。また、1993年度の投資的経費に係

る国庫補助負担率の見直しに関し一般会計から

交付税特別会計に繰り入れることとしていた額

等4578億円については法律の定めるところによ

り、2003年度以降の地方交付税の総額に加算す

ることとする。

３．国民健康保険制度の高額医療費共同事業に

対する都道府県の助成400億円に係る地方財政

措置については、１年間延長し、地方交付税の

特例措置360億円（交付団体分相当額）及び調

整債40億円（不交付団体分相当額）により対処

することとする。

その他国民健康保険制度の運営の安定化等に

資するため、所要の財政措置を講じることとす

る。

４．地方債については、地方財源の不足に対処

するための措置を講じるとともに、極めて厳し

い地方財政の状況の下で、その健全性の確保に

留意しつつ、地方団体が個性と活力ある地域社

会の構築を目指して、循環型社会の形成、少

子・高齢化への対応、都市の再生、科学技術の

振興、ＩＴを活用した社会・経済活動の活性化

等当面する政策課題に重点的・効率的に対応し

うるよう、地方債計画の規模を16兆5239億円

（普通会計分12兆6493億円、公営企業会計等分

3兆8746億円）とする。

５．社会経済情勢の推移等に即応して使用料・

手数料等の適正化を図る。

６．地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、

個性と活力ある地域社会の構築、住民に身近な

社会資本の整備、災害に強い安全なまちづくり、

総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の

活性化等を図ることとし、財源の重点的配分を

行う。

(1)投資的経費に係る地方単独事業費について

は、国の公共投資関係費と同一の基調により前

年度に比し10％減額することとする一方で、地

域活性化事業、合併特例事業及び防災対策事業

の創設などにより、地域の自立や活性化につな

がる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

(2)一般行政経費に係る地方単独事業費につい
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ては、既定の行政経費の縮減を図る一方、個性

ある地方の活性化、循環型社会の形成、少子・

高齢化への対応等の分野に係る施策に財源の重

点的配分を図る。

(3)消防力の充実、自然災害の防止、震災対策

の推進等住民生活の安全を確保するための施策

を推進する。

(4)過疎地域の自立促進のための施策等に対し

所要の財政措置を講じる。

７．地方団体の公債費負担の軽減を図るため、

普通会計における高利の公的資金に係る地方債

等に対する特別交付税措置及び一定の公営企業

金融公庫資金の借換え措置を講じることとする。

８．地方公営企業の経営基盤の強化、上・下水

道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社

会資本の整備の推進、社会経済情勢の変化に対

応じた新たな事業の展開等を図るため、経費負

担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計

に対し所要の繰出しを行うこととする。

９．地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立

を図ることとし、このため次の措置を講じる。

(1)国庫補助負担金について補助負担単価の適

正化等国庫補助負担基準を改善する。

(2)一般職の定員を削減する等定員管理の合理

化を図るとともに、一般行政経費等を極力抑制

する。

(3)年度途中における事情の変化に弾力的に対

応できるよう、必要な財源をあらかじめ確保す

る。
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資料１：2002年度地方財政計画の概要

総務省自治財政局 2002年2月

地方財政計画は、地方交付税法第7条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込

額に関する書類である。

Ⅰ 2002年度の地方財政の姿

① 地方財政計画の規模 87兆5666億円（対前年度比△ 1.9%）

② 地方一般歳出 71兆1319億円（対前年度比△ 3.3%）

③ 地方単独事業（投資） 15兆7500億円（対前年度比△10.0%）

④ 一般財源総額 55兆3287億円（対前年度比△ 3.7%）

〔臨時財政対策債を含めた場合 58兆5548億円（対前年度比△0.6%〕）

⑤ 一般財源比率 63.2%（平⑬64.3%）

〔臨時財政対策債を含めた場合 66.9%（平⑬66.0%〕）

⑥ 地方債依存度 14.4%（平⑬13.3%）

〔臨時財政対策債を除いた場合 10.8%（平⑬11.7%〕）

(1)2002年度の地方財政計画の規模は、87兆5666億円（対前年度比△1.9%）

(2)歳入については、地方税(△3.7%)、地方交付税(△4.0%)ともに減少し、

一般財源比率は、 63.2%（臨時財政対策債を含めた場合66.9%）

(3)歳出については、国の歳出予算と歩を一にして徹底した見直しと重点的な配分

○ 一般行政経費（単独）11兆2222億円（対前年度比△0.3%）

○ 地方単独事業（投資）15兆7500億円（対前年度比△10.0%）

●地域総合整備事業を廃止

●いわゆる重点7分野の基盤整備事業に対象を限定した「地域活性化事業」を創設

Ⅱ 財源不足の補てん

１．2002年度における財源不足

① 通常収支の不足 10兆6650億円

② 恒久的な減税の実施に伴う影響額 ３兆4510億円

平⑨当初通常収支4.7兆円、地方消費税未平年度化分1.2兆円

平⑩当初通常収支4.6兆円、減税分0.8兆円

平⑪当初通常収支10.4兆円、恒久的な減税分2.6兆円

平⑫当初通常収支9.9兆円、恒久的な減税分3.5兆円

平⑬当初通常収支10.6兆円、恒久的な減税分3.4兆円

平⑭当初通常収支10.7兆円、恒久的な減税分3.5兆円
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２．通常収支の不足の補てん（10兆6650億円）

① 地方交付税の増額による補てん措置 ５兆5189億円

一般会計における加算措置（既往法定分） 2978億円

〃 （臨時財政対策分） ３兆1326億円

交付税特別会計借入（国・地方折半で償還） ２兆 885億円

② 臨時財政対策債の発行（※） ３兆2261億円

③ 財源対策債の発行 １兆9200億円

○ 2001年度の制度改正を踏まえ、財源不足のうち財源対策債等を除いた残余については、国と地

方が折半し、国負担分については一般会計からの繰入れにより、地方負担分については特例地方債

（臨時財政対策債）により補てん措置を講じることを基本として対応

○ ただし、国及び地方の財政運営を勘案し、国負担、地方負担とも、その1／4は交付税特別会計

借入金により補てん

（※）臨時財政対策債のうち935億円は、2001年度補正対策による交付税特別会計借入金の償還（2

002年度に臨時財政対策債へ振替）及び臨時財政対策債の利払い充当分である。

３．恒久的な減税の実施に伴う影響の補てん（３兆4510億円）

① 恒久的な減税の実施による地方税の減収 １兆9418億円

国のたばこ税の一部の移譲、法人税の交付税率の引上げ、地方特例交付金及び

減税補てん債により補てん

② 国税の減税による地方交付税への影響 １兆5092億円

交付税特別会計借入金により補てんし、国・地方折半で償還

(1)恒久的な減税の実施による地方税の減収の補てん １兆9418億円

恒久的な減税の実施に伴う補てん措置

① 国のたばこ税の一部の移譲 1281億円

② 法人税の交付税率の引上げ（平⑫～ 35.8%） 4246億円

③ 地方特例交付金 9036億円

①＋②＋③により、減収総額の３／４を補てん

④ 減税補てん債により減収総額の1/4を補てん 4855億円

(2)恒久的な減税の実施による地方交付税への影響の補てん １兆5092億円

交付税特別会計借入金により補てんし、国・地方折半で償還

（注）国負担借入金の利子については、一般会計加算により対応

４．地方交付税総額の確保 19兆5449億円(対前年度比8049億円減、△4.0%）

（参考）臨時財政対策債を加算した場合 22兆7710億円(対前年度比9724億円増、4.5%）

① 地方交付税の法定率分 12兆6448億円

② 一般会計における加算措置 ３兆4632億円
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（既往法定分 3306億円、 臨時財政対策分 ３兆1326億円）

③ 交付税特別会計借入金（新規増） ３兆5649億円

通常収支の補てん分（国・地方折半で償還） ２兆885億円

恒久的な減税による交付税影響の補てん分（国・地方折半で償還） １兆4764億円

④ 交付税特別会計借入金償還 △ 391億円

2001年度補正対策による交付税特別会計借入金を償還（2002年度に臨時財政対策債へ振替）

⑤ 交付税特別会計借入金支払利子分 △ 5689億円

⑥ 交付税特別会計剰余金の活用 4800億円

５．地方債総額 12兆6493億円（対前年度比7386億円増、6.2%）

（参考）臨時財政対策債を除いた場合 ９兆4232億円（対前年度10387億円減、△9.9%）

［臨時財政対策債］ ３兆2261億円

［減税補てん債］ 4855億円

［財源対策債］ １兆9200億円

［通常債］ ７兆177億円

Ⅲ 2002年度の主要施策

１．地方財政の健全化

地方財政計画の歳出について、国の歳出予算と歩を一にして徹底した見直しと重点的な配分

（1）給与関係経費 23兆6998億円（対前年度比0.2%）

・職員定数を12,309人削減

（2）一般行政経費 20兆8068億円（対前年度比1.0%）

うち地方単独事業 11兆2222億円（対前年度比△0.3%）

・既定経費の徹底した見直し、いわゆる重点7分野への重点的配分

（3）投資的経費 24兆5985億円（対前年度比△9.5%）

うち地方単独事業 15兆7500億円（対前年度比△10.0%）

・国の公共投資関係費と同一の基調により、事業規模を減額

・ハコもの投資の抑制と基盤整備への重点化

２．地方単独事業（ソフト分）

（主な事業） 社会福祉系統経費 ４兆2185億円

少子・高齢化対策に要する経費 3541億円

（健康づくり推進事業、子育て支援事業、国民健康保険関係事業等）

教育・人材育成対策に要する経費 5284億円

（私学振興対策、青少年健全育成対策等）

環境対策に要する経費 3068億円
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（リサイクル推進事業等）

地方活性化・都市再生対策に要する経費 7818億円

（わがまちづくり支援事業、共生のまちづくり推進事業、都市再生関連対策、

地域文化振興対策、国土保全対策、農山漁村対策及び森林山村対策、生活交通

確保対策、市町村合併推進事業等）

情報化・科学技術振興対策に要する経費 3618億円

（地域情報化推進事業、教育情報化対策等）

※重点7分野以外に係る既定の行政経費（⑬17700億円）を概ね10%削減し、重点7分野へ重点配分

※地域活力創出プラン関連事業（⑬1500億円 、地域スポーツ振興事業（⑬600億円）等は上記事）

業等に再編

３．地方単独事業（ハード分）総額 15兆7500億円（対前年度比17,500億円減、△10.0%）

（主な事業）○地域活性化事業 5600億円（新規）

循環型社会形成事業 800億円

少子・高齢化対策事業 1000億円

地域資源活用促進事業 800億円

都市再生事業 2000億円

地域情報通信基盤整備事業 1000億円

合併特例事業 2000億円（一部新規）

防災対策事業 1300億円

※地域総合整備事業（⑬18,631億円）は廃止（継続事業分9500億円のみ計上）

４．地方公営企業関係施策

地方財政計画計上額（公営企業繰出金） ３兆2177億円(対前年度比520億円減、△1.6%)

（主要新規施策）

工業用水道事業経営健全化対策の創設 措置額 15億円

第５次病院事業経営健全化措置の創設 措置額 47億円

５．公債費負担対策

地方団体の公債費負担の軽減を図るため、一定の公営企業金融公庫資金の借換え措置及び

高利の地方債に対する特別交付税措置等

公営企業金融公庫資金の公営企業債の借換え 対象地方債残高 700億円(500団体程度)

高利の地方債に対する特別交付税措置 対象利子額 400億円(2500団体程度)

公債費負担の計画的な適正化に係る特別交付税措置
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資料２：主な事業における財政計画

「2002年度地方財政対策関係資料」2001年12月 総務省自治財政局

●地域活性化事業●

地域の活性化に向けて、いわゆる重点７分野について、以下のような地域の基盤整備事業を行う

場合、新たに財政支援を講ずることとした。

なお、地域総合整備事業は廃止することとした。

○ 事業費 5600億円（起債額 4317億円)地域活性化事業のメニュー

・循環型社会形成事業（低公害車導入、太陽光発電、環境保全林整備等） 800億円（600億円）

・少子・高齢化対策事業（公共施設のバリアフリー化、機能回復訓練施設、子育てセンター等）

1000億円（759億円）

・地域資源活用促進事業（開放型試験研究施設、ベンチャー企業等への貸し工場、Ｕ･Ｉターン

のための貸付住宅、歴史的建造物の保存活用等） 800億円（600億円）

・都市再生事業（電線地中化、公共交通拠点整備等） 2000億円（1500億円）

・地域情報通信基盤整備事業（地域公共ネットワーク、ＣＡＴＶ、地域衛星ネットワーク等）

1000億円（858億円）

○ ハコ物は原則対象外）財政措置の内容（

・地域活性化事業債充当率75％、交付税算入率30％

（特に推進するものは、さらに財対債15％、交付税算入率50％）

● ●子育て支援事業

子育て支援の一層の推進を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じた総合的な取り組みが実

施できるよう、地方財政措置を講じる。

2002年度事業費 1200億円程度

200億円程度［ソフト事業］

（1）保育関連

＜事業例＞ ①保育所における情報システム等の基盤整備を行うための事業

②保育所保育士の研修

③家庭的保育を行う者(保育ママ)等の在宅保育サービス提供者の育成事業

（2）教育関連

＜事業例＞ ①幼稚園における預かり保育等実施のための環境整備

②公共施設の子どもスペース、図書・遊具等の整備

③幼児の自然体験、社会体験活動のための環境整備

（3）その他

＜事業例＞ ①公共施設における託児サービスの実施
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②公共施設等への育児コーナー、親子サロン、託児室等の整備

③少子化問題キャンペーンの実施

1000億円程度［ハード事業］

以下のような地方単独事業に対し地域活性化事業債（少子・高齢化対策事業）による財政措置を

講じる。＜事業例＞子育て支援センターの整備、授乳コーナー・ベビールームの整備

● ●環境対策（循環型社会の形成の推進）

環境と調和した循環型社会の形成に向けて、廃棄物の発生抑制や再利用を促進し、地球温暖化防

止対策を充実するとともに、自然と共生可能な地域づくりを図るためにソフト・ハード両面から必

要な財政措置を講じる。

2002年度事業費 3660億円

事業費 2860億円程度［ソフト事業］

以下の対策に要する経費について、普通交付税措置を講じる。

（1）地域環境保全・創造対策 1900億円程度

①環境保全経費 ②公害対策経費 ③自然公園費

（主な拡充事項） ・地方公共団体の環境物品の調達の促進に要する経費

（2)リサイクル推進対策 960億円程度

容器包装廃棄物の分別収集・リサイクル事業の推進、家電廃棄物の減量化・再商品化の促進、

廃棄物減量化対策の推進等

（主な拡充事項） ・不法投棄防止活動の促進

・地域の実情に応じて取り組まれる先進的な環境対策の推進

事業費 800億円程度［ハード事業］

以下の対策に係る地方単独事業に対し、地域活性化事業債（循環型社会形成事業）等による財政

措置を講じる。(1)地球温暖化対策 （2)国土保全対策 （3)自然再生対策、 、

● ●わがまちづくり支援事業

分権型社会における地域づくりには、これまで以上に、住民が主体的に参加し、積極的役割を担

うことが求められており、このため、住民が中心となって考え、住民が主体となって行う地域づく

りを推進することとし、住民による話し合いの場づくりやその結果を受けた取組への市町村の支援

に対して、地方財政措置を講じる。

750億円程度［ソフト事業及び小規模施設整備事業］

以下のような取組に要する経費について、普通交付税措置を講じる。

①例えば小学校区単位程度の広がりの場において、住民は地域における話し合いの場を設け、イ

ンターネット等を活用して、情報提供や他の地域と情報交換等を行うような「話し合いの場づ

くり」を市町村が支援する。

②住民は話し合いの結果をとりまとめて、地域福祉、子育て支援、商店街活性化、伝統文化の伝
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承など地域の課題を住民が主体的に解決する取組を提案し、この「わがまちづくりの提案」の

うち、(ⅰ)住民自ら行う事業、(ⅱ)住民と行政が協働で行う事業を市町村が支援する。

③「わがまちづくりの提案」のうち、(ⅲ)行政に行ってもらいたい事業について、住民が管理・

運営などに積極的に関与する小規模な施設を市町村が整備する。

［想定される事業例］

・高齢者福祉施設における交流事業 ・地域子育て事業

・空き店舗を活用したチャレンジショップ ・環境美化運動

・伝統芸能踊り等伝統文化の保存 ・世代交流イベント

・まちかどコンサート ・ものづくり体験工房 ・防災マップづくり

・地域資源マップの作成 ・安全・安心まちづくり ・工芸品等製作施設整備

・物産販売施設整備 ・照明灯設置 ・ゴミステーション設置 等

［ハード事業］

わがまちづくりの提案のうち、住民の意向を反映した事業や住民と協働で行う事業に対して、地

域活性化事業債等による財政措置を講じる。

［想定される事業例 ・地域住民の交流施設の整備 ・地場産業後継者育成・支援施設の整備］

・地域伝統芸能の練習場の整備 ・世代間の交流施設の整備

・農産物の加工所、集出荷場、直売施設 ・都市住民との交流の場の整備等

● ●共生のまちづくり推進

急速な少子高齢化、国際化等により住民のニーズが多様化する中、高齢者、障害者をはじめとし

て、女性や児童、外国人等すべての人が自立していきいきと生活し、人と人との交流が深まる共生

型の地域社会を実現するための地方公共団体の取組を支援するため、ハード・ソフト両面から必要

な地方財政措置を講じる。

2002年度事業費 1,500億円程度

事業費 500億円程度［ソフト事業］

ユニバーサルデザインによるまちづくりやＮＰＯ等の活動の活性化を推進する地方公共団体の以

下のような取組に要する経費について、普通交付税措置を講じる。

○ ユニバーサルデザインによるまちづくり経費

・ユニバーサルデザインによるまちづくり計画の策定

・イベントやシンポジウムの開催等の啓発活動

・まちのバリアフリー化に取り組む団体等に対する活動助成 等

○ ＮＰＯ等の活動の活性化経費

・シンポジウムの開催、優良団体の表彰等の啓発活動

・ＮＰＯ等の活動に参加する人材の研修・育成、活動助成、連携活動等の支援施策 等

事業費 1000億円程度［ハード事業］

以下のような地方単独事業について、地域活性化事業債（少子・高齢化対策事業）等による財政
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措置を講じる。

○ ユニバーサルデザインによるまちづくり

○ 地域の少子高齢化を支える保健福祉施設整備

○ 共生社会を支える市民活動支援のための施設整備

○ 大学・短期大学である看護婦等の養成のための施設整備

○ 介護サービス基盤の緊急整備

● ●地域情報化推進事業

行政の簡素・効率化、透明化及び国民の利便性の飛躍的向上をもたらす電子自治体の実現並びに

ＩＴを活用した活力ある地域社会の実現に向け、高速・超高速ネットワークインフラの整備をはじ

め必要な施策に対して地方財政措置を講じる。

2002年度事業費 2310億円程度

［ソフト事業］

１．電子自治体の推進 事業費 1160億円程度

電子自治体の実現に向けた取り組みを推進

○ 庁内ＬＡＮ・一人一台パソコン及び総合行政ネットワークの整備経費

○ 住民基本台帳ネットワークシステムの構築

○ 公的個人認証サービス制度の構築経費

○ 申請・届出、入札、歳入手続等の電子化の推進経費

○ ファイアウォール、セキュリティポリシー等セキュリティ対策

○ 統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の整備経費

○ デジタル・ミュージアム構想の推進経費

○ 情報化のための体制整備の経費等

２．ＩＴ活用住民生活向上対策事業費 150億円程度

地域住民の情報リテラシーの向上など誰もがITを利用できる社会を実現するための取組を推進

○ ＩＴ基礎技能講習事業の推進経費

○ 地域ITリーダー育成・確保事業の推進経費

○ IT基礎技能住民サポートセンター運営経費

事業費 1000億円程度［ハード事業］

地域間格差の是正や活力ある地域社会の形成に資するため、高速・超高速ネットワークインフラ

の整備を推進

○ 学校、図書館、公民館、庁舎等を接続する地域公共ネットワーク（地域イントラネット整備

事業）の2005年度までの全国整備

○ 過疎地等における加入者系光ファイバ網の整備

○ 地域衛星通信ネットワーク整備構想に基づく地球局、行政情報の提供等を行うＣＡＴＶ、デ

ジタルミュージアムシステム等
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