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戦後最大の地方財源不足

2003（平成15）年度の地方財政の見通し、つ

まり地方財政対策が、昨年12月19日に決まりま

した。それを踏まえて、地方財政計画が２月の

国会に提出されています。図表１は、地方財政

計画の内訳を示したものです。来年度の地方財

政の特色は、戦後最大の地方財源不足です。財

源不足には２種類あります。１つは「通常収支

の不足 、もう１つは「恒久的減税にかかる不」

足」です。来年度の地方財政規模は、全体で約

86兆2100億円ですが、そのうち「通常収支の不

足」が13兆4500億円 「恒久的減税にかかる不、

足」が５兆7400億円にのぼっています。

「通常収支の不足」とはどういうことかと言

いますと、国が予算を編成します。厚生労働省

とか国土交通省など各省が予算をつくります。

それにともなって地方財源が必要になります。

国の補助事業、例えば文部科学省の義務教育教

職員の給与費は国庫負担が半分、都道府県が半

分負担しています。文部科学省の予算が決まる

と、それに対応する都道府県の負担が出てくる。

この分は都道府県の一般財源で賄わないといけ

ません。そういう構造ですから、国の予算が決

まると、それに対応して必要な地方の一般財源

が出てきます。この一般財源の中身は地方税と

交付税です。

したがって、一般財源である地方税収と地方

交付税を、経済見通しをしながら予測を出し、

どのくらいあるか計算をします。国の予算では

50兆円必要だが、一般財源が30兆円しかないと

したら、20兆円足りない。これが「通常収支の

不足」です。

もう一つの「恒久的な減税に係る補填措置」

というのは、所得税と法人税を国が減税したた

めに、地方住民税が減収となります。それに交

付税も減る。したがって、この減税分を穴埋め

をしないといけない。その穴埋め分を補填する

措置です 「恒久的な」というのは「次の抜本。

的税制改革まで、どこまで続くかわかりません

が、一応、恒久的に続く減税」という意味です。

次の抜本的税制改革では、消費税率の引き上げ

や所得税改革が想定されています。中心は、消

費税率の引き上げだと思いますが。

地方自治体の通常収支不足の一番の大きな要

因は、税収の落ち込みです。予想以上に国税や

地方税が減収し、一般財源の不足が最大規模に

なった。去年の夏、国の概算要求の段階では、

通常収支不足は数兆円の規模に納まるのではな

いかと、我われも政府も予測していました 。、

夏以降、急激に悪化して、こういう状態になっ
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付表１ 中央財政と地方財政の関係（2003年度）

国の一般会計 地方財政計画

歳入 歳出 歳入 歳出

817,891 817,891億円(0.7%増） 862,100億円 862,100億円 1.5%減

(812,300） (812,300) (875,666) （875,666) （1.9%減）

所得税 国債費 地方税 給与関係費 一般財源比率

138,100 167,981 地方交付税・譲与税特別会計 3217250 234､500 60.2%(63.2%)

（158,310) (166,712） 歳入 歳出 (342,563) 236,998)

0.8%増 6.1%減 1.1%減 地方債依存度

法人税 17.5%(14.4%)

91,140 都道府県 計画人員

(111,740) 地方交付税法定分 一般会計より 地方交付税 134,229 10､368人減 公債費と水準超

112,651 受け入れ (155,580) 経費を除く

酒税 (127,318) 7.7%減 一般行政経費 一般歳出 697,200億円

17,300 163,926 180,693 2.0%減

（17,350) 2税の32% (161,080) (195,449) 市町村 (208,100)

49,728 7.5%減 187,386

消費税の4/5 (56,211) (202,230) 交付税特会借入金残高

94,890 消費税の4/5 4.9%減 2003年度末見込み

(98,250) の29.5% 特会剰余金の 約48.5兆円うち地方

27,993 活用 4,200 6,939(11.2%増 負担分約31.8兆円

たばこ税 (28,984) (02年度末46.7兆円と

9,170 たばこ税の 譲与税 30.7兆円の見込み)

(8,430) 25%

2,293 19,515 地方の借入金残高

租税及び (2,120) (35,649) 2003年度末見込み

印紙収入計 4条の2第2項 6,949 199兆円程度

417,860 加算2,104 (6,080) 地方交付税 （01年度末

(468､160） 4条の2第6項 188兆円程度)

11.5%減 1,267 180,693

臨時財政対策 (195,449) うち

加算 55,416 7.5%減 社会福祉系統費(単独)

返還金10 借入金利子及び (2.1%増)

一般歳出 償還金支払 43,100億円

475,922

(475,472) 投資的経費

2.3%増 232,900

短期市場などからの借入金 国庫支出金 (246,000)

うち地方への 5.3%減

補助金等 (130,745)

3.6%減 うち単独

148,800

交付税のうち 道路・治水等 (157,500)

公債金収入 法人税分 法 特別会計 5.5%減

364,450 人税の35.8%

(300,000) 99は32.5% うち補助

21.5%増 32,628 地方債 84,100

うち建設公債 (40,003) 150,718 ( )

2003年度 (126,493)

(87,600) 政投融資 19.2%増 5.0%減

うち特例公債 計画 2003年度

234､115 地方債計画 う (財源対策債

(195,580） (267,920) ち 18,400

184,845 普 (19､200)

12.6%減 (165,239) 通 減税補填債 公債費

11.9%増 会 6､944 134,300

計 (127,990) 公営企業繰出金

債 臨時財政対策 5.0%増 32,200

債 58,696 (32,750)

うち企業債

税外・その他 地方特例交付 償還費普通会計

収入 金 負担分 22,000

44,140 10,062 (21,522)

(36,074) (9,036) その他

水準超経費

（ ）内は01年度当初の数字である。2002/01/26SAWAI作成。



た。なぜ予想以上の国税、地方税の減収が起き

たか。デフレ経済が進化したからです。

デフレ経済は脱却できるか

デフレとは、経済学的な定義から言えば「物

価が下がる」ことです。モノの値段、サービス

の値段が下がること、それがデフレです。モノ

の値段、サービスの値段が上がるのがインフレ

ですね。現在のデフレはもう４年間続いていて、

５年目に入っています。物価が下落した結果、

地方公務員の給与も下がった。マイナス人勧に

加えて各自治体ごとに給与の切り下げが行われ

ています。

最近で一番大きかったのは長野県かな。長野

県は昨年11月、田中康夫知事が提案して地公労

交渉をし、１月30日に妥結しました。長野県で

は、役職に準じて、下の方の引き下げ率を低く、

上の方を多くして、10％～６％の給与削減を提

案しました。組合との交渉の結果、最終的に若

年層の給与引き下げは５％となり、最大で10％

となりました。田中康夫知事に対して批判もあ

りますが、大したものです。地公労交渉の先頭

に知事が立っている。５回の団体交渉をしたそ

うですが、３回目では徹夜で付き合っていまし

た。

元島根県知事の恒松制治さんもそうでしたが、

交渉では給与引き下げに至ったことについて謝

罪しています 「こういう財政状況になったの。

は県の責任である。申し訳ない」と謝罪してい

ます。これは重要なことですね。給与切り下げ

は、実は今回で終わりではない。なぜかという

と、デフレが続きますと、モノの値段が下がっ

てくる。サービスが下がってくる。それに連動

して給与が下がるのが、経済の仕組みです。労

働組合にとっては辛い時代が続くわけです。

どれくらいデフレが続くか。いつデフレを脱

却できるか。先頃、日銀総裁が決まりました。

日銀はデフレ脱却策を期待されています。しか

し、エコノミストの見方は簡単ではありません。

政府は「デフレ脱却の時期は2005年度」と見て

います。今は2002年度の終わりですが、あと３

年くらいはデフレだと。

ただこれについてはいくつかの条件がありま

して、一つはイラク戦争がないこと。戦争をや

ると普通はインフレになるんですが、デフレに

なる。アメリカの景気が後退しモノが売れない

ので、値段が下がってくる。もうひとつの要因

は不良債権処理です。ハウステンポスが倒産し

ました。あれは、去年の秋に決まった不良債権

処理の一つの結果です。従前だったら基幹銀行

は助けたでしょうが、今度は切った。そういう

倒産が今後、増えてきます。これから本格的に

不良債権処理は進みますから、また大型倒産が

ありそうです。熊谷組とか西武などが取りざた

されていますが、合併しようとしている日商岩

井や丸紅なども危ないと言われています。

大型倒産が続くと、失業はまだ増えていきま

す。現在、京都は７％くらいですか。全国平均

では5.5％。これがもっと上昇すると政府は考

えています。しかし、三菱総研や大和総研とい

った民間の経済研究所は「デフレは2008年度ま

で続く」と予測しています。僕はその方が正し

いのではないかと思います。政府はデフレ脱却

を約束していますから、どうしても甘く見ます。

三菱総研や大和総研の方が当たっているとする

と、後６年間デフレが続きます。６年間価格が

下がっていく。年率で２、３％下がっていくと、

６年間で10％以上、下がることになります。給

与もそれにつれて下がっていきます。

現在の給与水準を維持することは、デフレの

中では不可能です。給与を維持しようとしても、

世間の批判が強くてやっていけません。しかし、

給与を下げる場合、下げ方が問題です。どうい
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うふうに下げるかというルールをつくって、認

識を共有し、合意を図りながら下げないといけ

ない。交渉のルールも守らなければいけません。

その点で田中知事のように、最初に謝罪をし、

自らが先頭に立って話し合えば、交渉もできて

いきます。長野県は、また下げるでしょうね。

また謝らないといけませんが。

今日のデフレ経済は、脱却できるかがどうか

が問題です。民間研究所の予測に反して、イン

フレになる場合も考えられます。しかし、今の

状況でインフレになると、消費者にとっては困

ったことになります。デフレは生活者、消費者

にはいい面もあります。モノの値段が下がる。

サービスの値段が下がることはいいことです。

同じ１万円でも使い出があります。資産デフレ

ですから、土地や株は下がります。そういう意

味では大変ですが、預貯金を持っている小金持

ちの方は、それなりにいい。ただし年金生活者

の方は、年金が物価連動で下がります。また、

ローンの負担も重くなります。

デフレは日本だけではありません。アメリカ

経済も現在、デフレに突入しつつあります。モ

ノの値段が下がっている。アパレル系は１昨年

から、耐久消費財は昨年３月からマイナスです。

それらは主に輸入品が占めています。アメリカ

の消費者物価はまだプラスですが、プラスにし

ているのはサービスの価格が高いためです。サ

ービスのうちでも医療費が高い。昨年 『ジョ、

ンＱ』という映画が放映されました。息子の手

術をするのに金がなくて、病院に立てこもった

父親の話です。この映画がアメリカで大ヒット

したのは、そういう背景があるからです。また、

教育費も高い。アメリカのいい大学に行こうと

思うと、大変お金がかかります。ヨーロッパで

は、イギリスは元気ですが、ドイツがよくあり

ません。また、イラク戦争が始まると政治的混

乱も起きますので、これもデフレ要因になりま

す。

デフレの克服は大変、困難です。その理由の

一つは経済のグローバル化です。1990年のベル

リンの壁崩壊後、かつて社会主義であった国々

が低い賃金で生産した品物が、どんどん市場主

義国へ輸入され、物価の下落が起る。中国や東

欧諸国、ロシアもそうですが、そういう国の低

い賃金水準が、全体を引っ張っている可能性が

ある。そういう意味では、冷戦克服によるデフ

レと言ってもいいかもしれません。グローバル

経済のもとでの構造的な物価の下落です。

気をつけないといけないのは、物価が下落す

ることと、不況であるとは違うということです。

デフレ経済というと不況と考えがちですが、こ

れは間違いで、物価の下落と不況は違う。反対

に、インフレはモノが上がっていくため、景気

がいいと思われがちです。ところがインフレで

不景気だったこともある。1980年代、第２次オ

イルショック以降、世界の先進諸国を襲ったス

タグフレーションがそうです。インフレと大不

況が共存していました。現在、デフレと不況が

一緒になっているのが日本経済です。

ところが中国もデフレです。一昨年４月から

物価が下落して、現在でも４、５％マイナスで

す。どんどん新しい会社が入ってきますので、

テレビなどもどんどん値段が下がっています。

しかし、中国はデフレですが、実質８％くらい

経済成長しています。デフレ下の高経済成長で

す。この成長を支えているのは、対米、対日輸

出です。輸出で稼いでいる。さらに中国には豊

富な労働力がいます。内陸部の農村地帯からど

んどん海辺の地帯に出できて、賃金労働者とな

つまり、経済の規模が拡大し、労働者人口も増

えているという経済成長をしています。

では、日本では、デフレでも経済を成長させ

るにはどうしたらいいか。基本は雇用政策です。

って、一人一人の可処分所得が増えています。
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2000年度 2001年度 2002年度 2003年度

(億円） (億円） (億円） (億円）

地方税 355,568 355,810 0.07 342,563 -3.72 321,725 -6.08

　　都道府県税 152,355 155,580 2.12 145,544 -6.45 134,339 -7.70

　　市町村税 193,213 202,230 4.67 197,019 -2.58 187,396 -4.88

地方交付税（出口ベース） 214,107 203,498 -4.95 195,449 -3.96 180,693 -7.55

地方交付税（入り口ベース 140,163 159,211 13.59 161,080 1.17 163,926 1.77

臨時財政対策加算 14,368 31,261　 55,416 

臨時財政対策債 14,368 32,261 55,416 

一般財源(2+5) 569,675 559,308 -1.82 538,012 -3.81 502,418 -6.62

一般財源（臨財債含む） 569,675 573,676 0.70 570,273 -0.59 557,834 -2.18

交付税特会借入金 80,881 43,487 -46.23 40,973 -5.78 19,515 -52.37

財源対策債 24,300 25,300 4.12 19,200 -24.11 18,400 -4.17

地方財政計画規模 889,300 893,100 0.43 875,700 -1.95 862,100 -1.55

地方債計画規模 164,998 163,106 -1.15 165,239 1.31 184,845 11.87

国の一般会計予算額 849,870 826,524 -2.75 812,300 -1.72 817,891 0.69

国の租税印紙収入 498,950 507,270 1.67 468,160 -7.71 417,860 -10.74

総務省資料などから作成（03/02/01）

地方交付税の出口ベースは、00年度から03年度で15.6%のマイナスである。

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

付表２　一般財源等の状況（００～０３年度）



働く人の可処分所得を増やすことで、経済の低

落を防ぐ。そのために、雇用政策が基本で重要

です。１人の失業者でも雇用させれば、所得税

は入ってくる。デフレを不況に結び付けないポ

イントは雇用政策です。そのための政策をとる

ことが大事です。そういう点で、府県や市町村

に課せられている課題は大きい。府県、市町村

がどういう雇用政策をとるかで、地域の経済の

あり方が変わってきます。

減少し続ける地方税・地方交付税

では、地方財政計画で、一般財源等の状況が

どうなっているか見てみます。

地方税は 「地方財政計画」ベースで、2000、

年度で35兆5000億円、2001年度が35兆5580億円、

2002年度で34兆2563億円、2003年度で32兆1725

億円です。2000年度から約３兆円以上、下がっ

てきている。デフレで不況の影響を受けている。

給与水準が下がる。失業者が増える。パートタ

イマーが増える。固定資産税も戦後初めて減少

しました。固定資産税は地価と連動しますから、

地価が大幅に下がっていれば、固定資産税も下

がります。

先週の日経新聞には、建設事業は「見込みと

して10年で半減する」と載っていました。不動

産業界では、そう見ています。地域によって違

いますが、マクロでみればそういう感じになっ

ている。東京もあれだけオフィスビルを建てた

から大変です。オフィスの床面積当たりのレン

タル料が下がると、地価も下がってくる。東京

が下がれば全体に波及しますから、それが市町

村の税収を直撃するわけです。今年は地価評価

の見直しがされますが、相当下がるものと見な

ければいけない。したがって2003年度の32兆円

は、2004年度には上昇するという要因がありま

せん。長期的に下がっていく。

図表２を見ていただきますと 「地方交付、

税」は、2000年度で21兆4107億円、2001年度で

20兆3498億円、2002年度19兆5449億円。2003年

度は18兆693億円です。2000年度をピークに交

付税は下がっている。2000年度から2003年度ま

で15.6％マイナスになっています。各市町村で

は交付税に凸凹がありますが、傾向として下が

っている。税収がさらに下がってくると交付税

もさらに下がってきます。

地方財政をめぐる状況

三位一体改革：国庫負担金の縮小・廃止

交付税の減少は、国税の減収以外に政治的要

因で下がっています。今回の地方財政対策の目

玉は 「三位一体改革の芽だしとその評価」と、

言われています 「三位一体改革」とは、まず。

国庫補助負担金を縮小・廃止し、次に税源移譲

など一般財源の付与、そして地方交付税の財源

保障機能の縮小と制度の見直しです。

この点で一番、争点になったのは、義務教育

教職員の国庫負担金の廃止です。現在、小中学

校に働いている教職員の給与は半分を国が持っ

て、半分は府がもっています。市町村は給与費

を持っていません。法的には、市町村負担法と

いう法律があるのですが、実際には市町村に負

担させないで、国と府県がもっている。この義

務教育教職員国庫負担金は３兆円ほどです。こ

れを全廃するという案を、総務省が「経済財政

諮問会議」に提案しました。最終的には共済長

期負担金2200億円だけ一般財源化されることに

なりました。ただ総務省は、引き続き３兆円の

本体を考えています。

これについて、僕は反対ではありません。問

題は３兆円の国庫負担金を廃止をした時、どう

するのかとういうことです。簡単に言えば、国

庫負担金の３兆円を地方に配分すればいいわけ
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です。それで給与は払える。これが「税源移譲

論」です。国庫負担金３兆円を廃止して、府県

税の引き上げで賄う。府県税は消費税がいいと

思います。我われが払っている消費税５％のう

ち、４％が国税で、１％が府県税です。

消費税１％は、デフレが始まる前は２兆5000

億円でした。しかし今は２兆円くらいです。１

％を1.5％に引き上げると、それで３兆円は賄

えます。消費税の税率を変えないとすれば、2.

5％が国税、残りの2.5％は府県税にすれば、義

務教育国庫負担金を廃止できる。国からの紐つ

きをなくすことが可能です。そういう議論が本

筋ですね。

税源移譲すれば交付税は減額

三位一体ということは国庫負担金を廃止して

税源移譲することですが、厄介なのは、地方交

付税は国税にリンクしていますので、国税が減

ると交付税も減るわけです。

図表１は 「中央財政と地方財政の関係(2003、

） 、年度 」を示しています。国の一般会計規模は

81兆7000億円です。地方財政計画は86兆2000億

円。国の一般会計の歳入に「所得税 「法人」

税 「酒税 「消費税の５分の４ 「タバコ税」」 」 」

の金額がそれぞれ載っています。これが地方交

付税の対象税額です。所得税は来年、13兆8100

億円しか見込めません。今年は15兆8310億円で

したから、２兆円ほど下がります。法人税も11

兆1740億円だったのが９兆1140億円に下がる。

酒税も50億円ほど下がる。お酒は景気が悪いと

やけ酒を飲むし、景気がよければよいで飲む。

どっちにしてもお酒は売れたのですが、今回は

そうはいかない。発砲酒などの低税率のものを

飲むから、酒税も下がっています。消費税は３

兆円強の減収。タバコ税は若干増えていて、今

年６月からはまた、１本１円くらい税率が引き

上げられます。喫煙者の方はやめるチャンスが

出てきました。ぜひご努力ください。

国の一般関係の歳出では、81兆円のうち17兆

円が「国債費」で、銀行に払ったり、個人の中

期国債ファンドを持っている人に払われる。歳

出の２割くらいが元利償還金で消えてしまいま

す。次が「地方交付税法定分」で、所得税と酒

税の32％、消費税の５分の４の29.5％、タバコ

税の25％、法人税の35.8％が、交付税になりま

す。所得税が減っていくと交付税も減ります。

法人税が減税すると交付税は減ります。

国庫補助負担金を３兆円削減するために、３

兆円分の国税を減税し地方税に移すと、国税が

少なくなるので、約30％程度、約9000億円の交

付税が減ります。交付税については、仕組みだ

けでなく、財源保障の縮小と規模の抑制を、経

済財政諮問会議で決めて、12月24日に閣議で決

定されています。交付税には 「総額の保障」、

という機能があり、2003年度は総額で18兆円で

す。この総額保障機能を「廃止か、縮小」する

というのが、財務省のスタンスです。経済財政

諮問会議の委員７人のうち、竹中平蔵さんや大

阪大学の本間正明さん、牛尾電機の牛尾治郎さ

んなど５人は、交付税財源保障機能の縮小・廃

止の方に向いています。

12月24日の閣議決定後は、地方分権改革推進

会議で議論が行われています。ここで議論した

ものを今年５月にまとめ、経済財政諮問会議で

６月中に「三位一体改革」の工程表をつくりま

す。18兆円の交付税財源保障機能を縮小して、

財政調整機能だけを残すという議論がされてい

るようです。

したがって交付税については、デフレの影響

で交付税の原資である国税の税収が減っていく

というのと、税源移譲が行われた場合には仕組

みの関係で交付税額が減る。もう１つは、交付

税制度そのものをいじるという議論があって、

交付税はどこまで下がるかよく見えない段階で
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す。

見えないのですが、覚悟の問題として、13兆

円まで下がる見通しをしておかなければいけな

い。地方交付税の原資となる国税５税の法定分

担は、今年は11兆2651億円しかありません。そ

れをいろいろな措置をして18兆円の財源保障を

している。措置をしなければ11兆円です。その

11兆円の法定分まで下がる可能性がないとは言

えない。自治労中央本部も総務省と議論しない

といけない。民主党のなかには「財源保障をし

なくていい」という人が多いですからね。地方

自治体からすると、当てにならない。

合併特例と交付税

現在、市町村合併が進められていますが、そ

の大きな要因は「合併しないと財政的に持たな

い」ということです。最近は「地方分権で仕事

が増えると、現在の市町村ではもたない」とい

う話も出ています。交付税が減っていくのでや

っていけないから合併するという事例が多いの

ですが、合併しても、しなくても、どっちにし

ても交付税は減るんです 「合併したら交付税。

は増える」というのはなさそうです。

ただ、合併した場合に適用される交付税の特

例については、現在、平成17年３月で切れる予

定ですが、片山総務大臣が２月８日に和歌山県

白浜町で行った講演で、延長すると言っていま

す 「平成17年３月までに、合併の意思を表明。

したところについては、財政的な合併特例を考

える」と。その後、この話は消えているようで

すが。

５つの町村が合併して１つの市になった場合、

５つの町村ごとに計算した交付税が、10年間、

保障される。10年間、交付税を現在の水準で維

持していくことができる。その後の５年間で、

１市として計算した水準に段階的に下げていく。

つまり、15年かけて「５つの町村を１市とし

た」計算に収斂していくわけです。

その場合でも、実際の交付税額はかなり減り

ます。合併する時の財政的なメリットは「10年

間は合併前の水準を維持できる」ということで

すが、交付税総体が減ってきますので、合併し

たからといって助かるという話でもなさそうで

す。町村は財政的に苦しい立場におかれていま

すが、合併してもほとんど同じ状況だろうと考

えています。片山さんは「合併したら得するよ

うにしたい」と言っていますが、どんな方法で

するのか注目しています。

「合併しない 「合併できない」町村はどう」

するか。京都府南部の山城町や笠置町、南山城

村は、相楽７町村の合併が木津町議会で否決さ

れたため、宙に浮いていますが、今後どうなる

のでしょうか。先日、奈良県十津川村の村職労

が私の所へ来ました。十津川村は日本一大きな

村で、十津川村から奈良市までは３時間、五条

市までは２時間かかります。五條市との合併の

話があり、五条市と野迫川村と大塔村との１市

２村では合併協議会できています。しかし、合

併のメリットがないということで、村長と助役

が腹を固めたそうです。腹は決めたんですが、

村に動揺が走りました。村人も職員も「それで

やっていけるのか」と。

十津川村の財政データを見てみると、一番の

問題は交付税が減っていることでした。ピーク

時の平成10年度には24億円あったのが、今年度

は18億円。歳出総額は52億円です。５年間で６

億円の交付税が減少した。過疎町村ほど厳しく

なっています。交付税の減少を前提として、さ

らに５年で６億円下がると考えたらどうか。交

付税の額が12億円と村税の11億円でやっていけ

るかどうかを考える。それを議論してみました。

すると、やっていけそうです。なぜかというと、

十津川村の場合、公債費比率が７％台で、起債

制限比率は６％台ですから、全国的にも低い部
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類に属します。借金返済の負担がない。十津川

村の場合、谷間にあるため、公共事業は道路と

トンネルと橋梁くらいで、あまり負担がなかっ

た。借金は多いところは大変ですが、十津川は

可能性があるかなと思います。

ただ、高齢化率37％と高いことが問題です。

山奥に行くほど高いですから、集落によっては

50％以上の高齢者がいます。ヘルパーは「訪問

サービスができない。デイサービスも。迎えに

行って帰るだけで１日終わる」と言っています。

そういう場所で高齢社会を行政のみによって維

持するには、32億円では無理です。まずできな

い。つまり、行政がやるのは無理で、集落ごと

に住民が支え合う仕組みをつくる必要がありま

す。そのための援助を行政がする。公民館や空

き教室、使われなくなった農協の支所などの既

存の施設を改造して、ミニデイサービスの拠点

にする。そのためのお金は工面する。具体的に

は、地域の高齢者が高齢者を面倒をみる。これ

は望ましいことでもあるんですね。働く場があ

るということです。

行政には、予算などの制約があって、やれる

範囲は決まってきます。そこで、地域の住民が

主体の公共的なサービスをつくる。地域で再生

産する仕組みに変えないといけない。

公共事業半減論

こうした問題は、合併した市町村においても

同じです。遅かれ早かれ税収は落ち込んでいく。

交付税は縮小する。行政がやれる範囲は縮小す

る。そこで、住民と一緒に地域の公共的空間を

維持する新しい行政の役割をつくっていかなけ

ればなりません 「行政と市民のパートナーシ。

ップ」とは、そういうことを意味します。地方

公務員の仕事の仕方も変わってきます。

たとえば「公共事業半減論」があります。税

収が下がっていますので、地方は投資的事業を

縮小しています。現在、日本のＧＤＰに占める

公共投資の比率は７％くらいです。他の先進諸

国では、２％台です。国会でも、日本の土木事

業に依存した財政構造が批判されています。去

年の夏に『自治総研』のコラムに 「日本でも、

せめてフランス並の３％台に縮小すべきだ」と

書きましたら、今年２月、塩川財務大臣も同じ

ことを言いました 「10年かけて我が国の公共。

投資の水準をフランス並にしたい 。これは財」

務省のホンネだと思います。ＰＦＩで民間にシ

フトしたりしながら、公共事業を10年で半減す

る可能性は出てくると思います。長野県の田中

康夫知事も公共事業半減論者です 「中身を変。

えよう」と言っています。

ただ問題は２つあります。地域の建設業者を

どうするか。事業者統計を見ると、一番減って

いるのは建設業です。公共事業を半減する時に

出てくる問題は、地域における従来の建設事業

所で働いている労働者をどうするかという問題

と、建設産業の内部の改革をどうするかという

問題の２つがあると思います。

、 。長野県では 「緑の公共事業」を始めました

建設業者に、林道や森林管理の請負をしてもら

うことを去年から始めてます。入札制度ですが、

優先的にしています。技術がないと難しい点も

ありますが、やる気があればできる。長野県は

林道開設を含めて、緑のための事業を拡大して

吸収していっています。

滋賀県は、建設業者の方を福祉産業に転換す

るために、研修事業を始めました。高齢者が増

えるために介護保険事業は拡大していきますか

ら、成長産業です。いきなり建設労働者がヘル

パーにはなれませんから、１、２年の研修をす

る。そのための教育に援助する。

今のところ、この環境産業と福祉産業へ転換

する２つの道が考えられます。雇用を維持した

り、雇用の場をつくったりすることで、デフレ
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経済を不況に導かない一つのやり方だと思いま

す。

第27地方制度調査会：基礎的自治体の再定義

財政問題は暗い話題なんですけど、望ましい

話でもあります。財政依存型の行政システムを

転換していくためには、内部的な改革、職員を

どうにかしないといけない。痛みのない改革は

ない。小泉さんは痛みばかりで評判が悪いんで

すけど、財政規模が縮小する時代に入ってきた

今日、弊害を克服する方向をもつことが必要で

す。

地方財政の今後を考えるうえで 「経済財政、

諮問会議の骨太方針」についてはすでに話まし

たが、もう一つ注目していただきたいのは「第

27次地方制度調査会」の議論です。基礎的自治

体を定義し直して、町村をなくし市にする。町

村の中で特に人口１万人未満または3,000人未

満のところは、基礎的自治体から外して、基礎

的自治体の内部団体にするというやり方です。

どうも、議論が中心は「基礎的自治体をなく

す」ことにあるようです。３月終わりに第二次

地方制度調査会が中間報告を出すために、昨年

10月末に西尾私案が出されました。これにはた

くさんの反対があって、随分、苦労してるよう

です。地方制度調査会の専門部会長の松本英昭

、 。さん、前の自治事務次官が 「３月末はきつい

まとまらない。反対も強い」と言っています。

また、自民党筋からは、統一地方選挙の最中に

中間答申が出ると困るという意見があります。

したがって、中間報告は統一地方選挙の後、連

休前後と、２か月ほど先になりそうです。

我われとして考えなければならないのは、１

つには基礎的自治体をどう考えるかという問題

です。市だけに統一していいのか、町村はどう

するか、という議論をしないといけない。もう

１つの問題は、合併の状況を見ると、3300ある

市町村が2000を切りそうです。合併は、財政特

例の延長もあって駆け込みがさらに増えます。

1900台前半まで行く可能性がある。そうすると

市町村の風景が変わります。

奈良県では、月ヶ瀬村も奈良市に入る。残る

のは、十津川村と川上村と山添村くらいです。

兵庫県では、４市町だけ残って後は全部、合併

協議会ができています。淡路島は３つの市にな

ります。佐賀県は４つの市になります。鳥取も

５つくらいになります。そういう状況ですので、

次に出てくるのは都道府県合併です。すでに地

方制度調査会の議題には上っていまして、

１月に、地方制度調査会では「大都市制度」

「府県合併」の議論をしています 「道州制」。

については、門真のＪＣが取り組んだシンポジ

ウムで、総務省自治行政局行政課長補佐が「真

剣に議論している」と言っていました。これも、

中間報告に盛り込まれるそうです。したがって、

それについても議論していく必要があります。

基礎的自治体の未来をどう考えるか、府県を

どうするのかについての意見を突きつけられた

時、考え方を整理して、国づくりも含めて、自

治体のシステムづくりを提案していかなければ

ならないと思います。町村レベルの議論から憲

法の問題も含めてね。今からでも遅くない。そ

の議論もしていただきたい。その中での財政問

題、税源移転や交付税をどうするのかという議

論になります。

赤字地方債の発行より財政規模の縮小を

地方財源の不足を補うため、昨年度から赤字

地方債である「臨時財政対策債」を発行するよ

うになりました。財源不足を国と地方が折半で

補填しようという考え方で 「折半ルール」と、

言っています。来年度の臨時財政対策債は５兆
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5416円。2001年は１兆4368億円、2002年は３兆

2261億円ですから、2001年度から４倍程度にな

っています。

各市町村や府県には、発行枠が決められてい

ます。それにそって予算に組んでいます。この

扱い方を考えないといけない。目一杯発行され

るところが多いと思いますが、来年度は相当増

えていますから怖い。

この臨時財政対策債は、基本的には交付税で

全額返ってきます。国は、赤字国債を発行して

も返すと思います。それがなくなったら国と地

方の信頼関係が崩壊してしまいますからね。い

くら自民党でも保たない。自民党が頑張る。し

かし借金は借金です。赤字地方債は、東京都の

場合は不交付団体ですから発行しない。こうし

た、赤字地方債に依存しないで予算を組むとい

う見識があってもいいと思います。

私は財政は縮小すべきだと思うんですね。な

ぜかというと、今ある赤字国債700兆円を整理

していくためには、まず、現状の財政規模を縮

小していって、新しい債務を増やさないことが

大事です。そうしないと700兆円は消えない。

赤字地方債の全額を発行せず、財政規模を縮小

していく方向で考えてもらいたい。しかし、財

政規模を縮小した場合の弊害をどう考えるかと

いうことは重要です。職員給与費や公共事業費

を、どこまで、どうやって縮小するかという問

題が出てきます。それにちゃんと対応しないと

いけない。

財政構造改革と中長期財政計画

来年度の予算を組むにあたっても、財源がな

いなか、苦労されていると思います。財政課は

本当に苦しいのだと思います。ということは16

年度はもっと厳しくなる。今年度、財政課は３

月議会が終わればホッとするでしょうが、ホッ

としている暇はありません。中長期的に、交付

税が減って、一般財源がマイナスになっていく

のを見越した財政改革方針をつくらないといけ

ません。例年のように、６、７月に概算要求を

つくっていては、多分間に合わない。行政構造

そのものをどういうふうに変えていくかを議論

しないといけない。

組織のフラット化・ネットワーク化

財政が縮小する中で、行政の能力、対応力が

さらに強く求められてきます。感染症対策、Ｏ

１５７とか、新しい環境政策など、行政が責任

を持ってやるべき仕事か増えています。反面、

財政規模は縮小していくことになります。そこ

で、行政の責任を市民に対して果たしていくた

めに、今の行政システムを変えていこうという

問題意識を持つ必要があります。

「組織のフラット化」は、ハンコの数を減ら

す。稟議制で８つ押していたのを４つにする。

意思決定の時間を早くして権限と予算を下の方

に下ろす。中間管理職層はハンコを押している

のではなく、現場に出ていってもらう。地域の

仕事をするために出ていってもらっていい。

ドラッカーは「大きな会社の中間管理職は情

報をリレーしているだけだ」と言っています。

電気の場合のリレーもそうですが、それが抵抗

になって、オームの法則で効率が落ちる。リレ

ーしている間に情報の質は劣化する。したがっ

て、リレーの数を減らした方が、新鮮で必要な

情報がちゃんと流れます。そういうことを考え

ますと「組織のフラット化」は重要です。

これから、今の職員数でも足らなくなるくら

いの仕事が増えそうです。そのためにも組織の

フラット化が必要です、こうした試みは、すで
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に始まっていて、静岡県が一昨年やりました。

滋賀県もやって、去年６月から三重県が始めま

した。京都府も議論しているのではないでしょ

うか。京都市はどうかな。政令市は官僚組織が

強いから、一番、遅れるかもしれません。

新しい財源を確保するために、市民公募債を

拡充して、厚みのある市民的ファンドの形成も

考えられます。やれば面白いことはたくさんあ

りますので、前向きに議論していただければと

思っています。

（さわい まさる・奈良女子大学生活環境学部教授）
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