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三位一体改革と自治体財政

１ ． 補助金廃止は義務教育か公共事業か

政府は、6月27日 「経済財政運営と構造改革、

に関する基本方針」を閣議決定し、そのなかで

三位一体改革について、４兆円の国庫補助負担

金（公共事業関係も含む）の廃止による税源移

譲、地方交付税の見直しを決めた。４兆円では

少なすぎるという意見もある。地方財政計画で

は、国庫負担金は約8.8兆円（経常的経費約6.3

兆円、投資的経費約2.5兆円 、国庫補助金は2.）

9兆円（経常的経費約1.0兆円、投資的経費約1.

9兆円）の計約12.2兆円あり、その内の４兆円

は必ずしも少なくない。さらにこの４兆円が投

資的経費の補助金廃止となれば、その裏側にあ

る４兆円の地方負担分も含めて８兆円の範囲内

で地方自治体の自由度が高まることになり、軽

視できない。ただし国庫補助負担金の廃止にと

もなう税源移譲額について、義務的経費は100

％、投資的経費は80％にするとした。２割カッ

。トの理論的根拠はなく100％移譲すべきである

小規模市町村は２割カットを受け入れる余地は

ない。

今回、一番問題であったのは、廃止すべき国

庫補助負担金、移譲すべき税目を特定できなか

ったことである。これらは毎年度の政府予算編

成と税制改正のなかで2006年度までに段階的に

実施されることになってしまった。向こう３年

間は内閣府の経済財政諮問会議と補助金省庁、

財務省との熾烈な折衝が予測され、地方の側か

らの監視も怠れないことになろう。2003年度は、

2400億円の義務教育国庫補助負担金、約2000億

円の公共事業補助金がカットされているが、省

庁官僚のなかには来年度はこれらも４兆円にカ

ウントする動きも報道されている。そうなると

４兆円の補助金廃止・税源移譲の値切りもあり

うるのである。

片山プランなどでは、国庫補助負担金の廃

止・縮減のターゲットを義務教育費など額とし

て一定の固まりがある経常的経費に当てている。

しかしこれらの義務的経費の国庫補助負担金を

廃止しても、ほぼその全額は地方自治体での財

源確保が必要であり、地方自治体の自由度の利

かない経費である。これに対して公共事業など

投資的経費の国庫補助負担金の廃止は、地方自

治体にとっては自由度を高めることになる。公

共事業は、地域ごとに事業内容、事業規模、実

施時期などがすべて異なる。国が国庫補助負担

金によって一律にこれらをすべて規制する必要

は全くない。公共事業関係の国庫補助負担金を

廃止・縮減して地方税に税源移譲すれば、地方

自治体は地域の必要性に応じて、事業内容、事

業規模、事業実施時期などを自由に決定できる

1



ようになる。地方自治体は、公共事業に必要な

財源は、税源移譲された地方税、2006年度から

自由化される地方債を中心に、地方交付税の補

完などによって確保することになる。とくに特

定の公共事業のために使われる地方税、特定事

業のために発行される地方債は、議会や住民の

関心を高め、これら公共事業自体の必要性も真

剣に問われることになろう。その結果、どうし

ても不可欠な公共事業は住民の受益と負担の関

係がある程度明確化されたなかで実行に移され、

必ずしも緊急性、必要性のない公共事業は、事

業実施の先送り、事業規模の縮小さらには廃止

などが行われるであろう。

２ ． 補助金廃止・税源移譲は都道府県か

市町村重視か

①保育所は市町村、義務教育は都道府県、

公共事業は双方

国庫補助負担金の廃止・縮減による税源移譲

は、都道府県、市町村のどちらを対象にした国

庫補助負担金を重点的に廃止・縮減するかによ

って、当然にも税源移譲の対象は異なってくる。

三位一体改革の基本方針では、廃止・縮減すべ

き国庫補助負担金が特定されていない。例えば

、義務教育の国庫補助負担金（国負担約2.7兆円

地方負担約2.7兆円）の廃止による税源移譲を

行うとすれば、都道府県を対象にした税源移譲

になる。しかしこの基本方針では、税源移譲に

よって市町村の不交付団体の割合を大幅に高め

るとわざわざ明記しているため、市町村を重点

にした税源移譲を考えている節も伺える。

または保育所運営費等の児童保護費国庫補助

負担金（国負担約8000億円、地方負担約8000億

円）の廃止による税源移譲は、市町村重視の税

源移譲になる。

さらに治山・治水、道路、港湾・空港・鉄道、

住宅都市環境、生活環境、農業農村整備、森林

水産等の一般公共事業費国庫補助負担金（国負

担約3.1兆円、地方負担約３兆円）の廃止・縮

減による税源移譲は、都道府県、市町村の双方

が対象になるが、規模の大きい公共事業は都道

府県が中心であり、都道府県を重点にした税源

移譲になる傾向が強い。

②移譲税目は住民税と地方消費税か

法人関係税か

基本方針では、基幹税の充実を基本に、税源

移譲によって偏在性が少なく安定性のある地方

税体系を構築するとしているので、個人住民税、

地方消費税などの基幹税を中心とした税源移譲

が考えられる。ただし塩川財務大臣の主張は、

所得税、法人税中心であり消費税を除外してい

る。法人事業税の不安定性は現在見てのとおり

であり好ましくない。

所得税の税率構造は10％、20％、30％、37％

である。都道府県県民税の税率構造は、2％、3

％であり、市町村民税の税率構造は、3％、8％、

10％である。

所得税から地方の住民税に税源移譲する場合

は、総務省、地方６団体などは、かねてから地

方の税率構造を10％程度の比例税率にするとい

う意見が強い。その場合は、市町村民税で８％、

都道府県民税で２％の税率構造に比例税率化し

合わせて10％の税率にするという構想になろう。

都道府県、市町村分を合わせて従来の５％分が

10％になることで、約3.4兆円の増収になり、

道府県と市町村合わせて13％分が10％になるこ

とで、約4000億円の減収になり、差し引き約３

兆円の増収になるという試算もある。

消費税から地方消費税への税源移譲は、消費

税率１％分が約2.4兆円程度であり、半分の0.5

％分を移譲しただけで約1.2兆円となる。所得

税と消費税の税源移譲を合わせると約4.2兆円

程度になり、４兆円の国庫補助負担金の廃止・
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縮減額と見合うとも考えられる。

③税源移譲額は自治体ごとに異なる

地方自治体ごとに、納税義務者の数が異なり、

市町村、都道府県のそれぞれの税率構造に属す

る所得階層人員も異なるため、10％の比例税率

にして税源移譲すると、地方自治体間の財政力

格差は拡大することになる。また都市部に税源

が集中するため、地方圏の地方自治体では、補

助金廃止分と税源移譲分が見合わないところも

出てくるであろう。基本方針では、この点も考

慮して、税源移譲により地方一般財源の割合を

高めるとして、地方税のみならず地方譲与税、

地方特例交付金、地方交付税などをわざわざ挙

げており、これらも含めて格差を是正すること

を考えているといえよう。

３ ． 税源移譲の地方交付税への影響

①法定分地方交付税の減額

４兆円の国庫補助負担金の廃止にともない、

仮に所得税で税源移譲を行えば、地方財政計画

ベ－スで法定分の地方交付税額は、所得税４兆

円の32％、１兆2800億円が減額となる。減額対

象は地方交付税の法定分12兆7318億円（加算分

等を除く）が11兆4518億円に減額される（以下

の数字は、地方交付税の単位費用、補正係数が

確定している2002年度分 。それがそのまま地）

方交付税総額を決めることにはならないが、仮

に直接地方交付税総額に反映するとすれば、地

方交付税総額約19兆5449億円は、約18兆2649億

円に減額となる。

実際は、これに地方財政計画の積み上げ計算

で何らかの加算が行われ、地方交付税総額が確

定することになろう。この地方交付税総額の範

囲内で普通交付税が都道府県、市町村に配分さ

れる。以下の基準財政需要額、基準財政収入額

の計算が合致するよう、単位費用、補正係数の

調整が行われよう。

②基準財政収入額の増額

住民税や地方消費税の税源移譲により基準財

政収入額は増額となる。例えば、４兆円分が都

道府県の住民税に移譲されると、都道府県の基

準財政収入額への算入率は2003年度から80％か

ら75％になったため、75％分が算入される。都

道府県の基準財政収入額は３兆円増額となる。

留保財源分は１兆円に拡大する。2002年度の都

道府県、市町村を合わせた基準財政収入額26兆

9214億円は、29兆9214億円に増額となる。これ

は普通交付税の減額要因である。

③基準財政需要額の増額

ここでは４兆円の国庫補助負担金の廃止は、

義務教育費国庫負担金３兆円の廃止と、それ以

外の国庫補助負担金１兆円廃止の場合を便宜的

に考える。義務教育の国庫補助負担金を廃止し

ても、都道府県で実施する義務教育費の費用は

変わらないため、廃止される国庫補助負担金は

都道府県の教育費の、従来の基準財政需要額に

そのまま加算される。その結果、都道府県の教

育費の基準財政需要額約３兆5343億円は、約６

兆4639億円に増額となる。最終的に、都道府県

の基準財政需要額約21兆1070億は、23兆9460億

円に増額となる。これと同様に、それ以外の国

庫補助負担金１兆円の廃止は、事業がそのまま

継続されると１兆円の基準財政需要額が増える。

これらを加算すると基準財政需要額は24兆9460

億円に増額される。これは普通交付税の増額要

因となる。

④地方交付税総額

地方交付税総額は、基準財政収入額と基準財

政需要額の差し引き計算の積み上げで決まるわ

けではなく、あくまで地方財政対策、地方財政

計画のレベルの積み上げ計算で決定される。地
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方交付税総額は、ａ）４兆円の国庫補助負担金

の廃止による地方税の増収、ｂ）残存する国庫

補助負担金の地方負担額の動向、ｃ）税制改正

の影響額、ｄ）国庫補助負担金削減の影響額、

ｅ）地方単独事業の削減額などを総合的に判断

し、地方債による補てんなども考慮したうえで、

地方財源の収支バランスをとるように決定され

る。

今後は、４兆円の削減対象となる国庫補助負

担金が確定すれば、都道府県、市町村のどちら

を重点にした税源移譲になるかも明らかとなる。

地方自治体ごとに国庫補助負担金の削減額と、

住民税や地方消費税による税源移譲額は、一致

しない。地方譲与税やたばこ税などによる調整

も必要となろう。さらには税源移譲によって縮

減された地方交付税による財源保障・財政調整

も不可欠である。まず地方自治体ごとに、税源

移譲にともなう、地方税をはじめとした地方財

源確保のシミュレ－ションの取り組みが欠かせ

なくなる。

税源移譲は、国税を減税して地方税の税率引

き上げを行うことが基本である。都市部の地方

自治体では景気回復の時期を迎えれば、税源移

譲によって地方税収の増加が予測されるが、地

方圏の地方自治体では税源移譲によって従来よ

り地方財源全体が増えることはない。そうした

なかで、住民税等の税率引き上げを住民に求め

るわけであり、行政サ－ビスと住民負担との厳

しい関係性を問われることになり、地方自治体

はそれに対するアカウンタビリティの発揮が求

められる。

地財計画の中期縮小と

自治体予算への影響

４兆円の補助金廃止・税源移譲の三位一体改

革が決まったことだけで万々歳というわけには

いかない。片山総務大臣が「三位一体改革」の

一環として、打ち出した「地方財政計画の計画

的抑制」の片山プラン（2002.11.20）も重要で

ある。このプランに基づき、2003年度以降中期

的に、地方財政計画の規模は縮小傾向をたどる

ことになる。４兆円の三位一体改革は、国税減

税・地方税増税の税収中立で実施されるため、

約17兆円超（2003年度）の巨額な地方財源不足

は解消されない。基本的にはこの片山プランを

ベ－スに、地方財源不足の縮減、地方財政計画

の抑制、地方交付税総額の縮減が図られていく

ことになろう。すでに2002年度、2003年度と地

方財政計画は初めて連続で前年度比マイナスに

なった。この傾向が当分続くということである。

（ 1） 地方単独事業

2003年度は地方単独事業費は約14兆8800億円

（一般事業費約９兆6171億円、特別事業費約５

兆2629億円）あったが、これを2003年度から４

年間で３兆円程度削減する。景気対策のため大

幅な追加が行われていた以前、1990～1991年度

の水準を目安に規模を抑制する。

ちなみに地方単独事業費は、1990年度は約12

兆638億円(一般事業費約４兆6618億円、特別事

業費約７兆4020億円 、1991年度は約13兆2698）

億円(一般事業費約５兆2404億円、特別事業費

約８兆294億円）であった。毎年度平均５％程

度のカットになる。

（ 2） 一般行政経費

一般行政経費等の地方単独事業は、2003年度

で約11兆1849億円であるが、これを2006年まで

の各年度を通じて現在の水準を上回らないよう

に抑制する。

（ 3） 給与関係費

警察官を除き職員数を１万人以上削減する。
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2006年度までの４年間で、地方財政計画上４万

人以上純減させる（義務教育、警察官等国の基

準が定められている職員は除外する 。一般行）

政職員（現業を含む）が対象となる。2003年度

の給与費は約23兆4383億円であるが、今後、給

与単価ではなくて定員抑制でこの給与費を削減

していこうとするものである。

（ 4） 国庫補助事業

国の予算編成過程を通じて、事業規模の抑制

と事業内容の重点化を図る。2003年度で一般補

助事業費は約９兆8414億円、公共事業費は約７

兆2138億円あるが、これらがどの程度抑制され

ていくかが注目される。

ただし地方単独事業、国庫補助事業について

も、すでに地方自治体では、公債費負担比率、

公債費比率の上昇による財政硬直化が進行して

いるため、地方財政計画に計上された事業規模

を完全に実施できない状況にある。地方財政計

画上のこれら経費のカットは地方自治体の決算

と地方財政計画の乖離を踏まえて行われており、

それほどの影響もないと考えられる。

（ 5） 地方交付税

地方交付税は、2003年度は、前年度比▲１兆

4800億円の大幅減額となった。この直接の原因

は、地方交付税分の臨時財政対策債への振り替

えによるものである。ただし、地方交付税約18

兆700億円＋臨時財政対策債約５兆8700億円＝

約23兆9400億円（対前年度比約１兆1700億円、

＋5.1％）となっており、総務省は地方財源の

所要額は確保したとしている。地方財源不足が

縮小するとはいえ、今後ともこうした対策の基

本は変わらないであろう。各地方自治体では、

地方交付税だけでは到底財源が足らず、不足分

は臨時財政対策債（赤字地方債）の発行でカバ

－するしかない。これらに加えて、留保財源率

の削減など財源保障機能の縮小、税源移譲によ

り地方交付税は縮減方向をたどることになろう。

（ 6） 地方債

、地方債の発行額は2003年度で15兆700億円で

その内容は通常の地方債約６兆6600億円、財源

対策債約１兆8400億円、減税補てん債約6900億

円、臨時財政対策債（赤字地方債）約５兆8700

億円である。何といっても地方交付税の振替え

分としての臨時財政対策債の増発が地方債総額

の増額になっている。こうした地方債増発傾向

は今後とも変わらない。

個別の地方自治体では、臨時財政対策債の増

発分については地方債許可制限比率の計算から

除外されるが、公債費比率、公債費負担比率の

計算には算入されるため、これらの比率が上昇

している場合には、一段と厳しい財政運営が強

いられるであろう。

合併特例債事業のみを期待して合併を進めて

いる地方自治体も、新市町村の公債費比率、公

債費負担比率の悪化によっては、予定される限

度枠一杯の合併特例債事業の実施もできるとは

限らないことに留意すべきであろう。合併して

財政破綻することもありうる。

2006年度からは、地方債の許可制が事前協議

制に移行する。政府資金を当てにしない、地方

交付税の基準財政需要額への元利償還金の算入

を求めない地方債は、完全に自由化される。縁

故債、市場公募債は自由化される。不交付団体

の地方債も自由化される。こうしたなかで、地

方自治体では、地方債の発行・管理の自己コン

トロ－ルの機能が求められる。

いずれにしろ、４兆円の三位一体改革と片山

プランを同時に考慮におきながら、地方自治体

は中期的見通しのもとに財政運営を行っていか

なければならないということになろう。

（たかぎ けんじ・地方自治総合研究所研究員）
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