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新政権の予算と 地方財政対策

澤井 勝

変化した京都市予算の歳出構造

今日は、民主党政権になって初めての予算編

成にあたり、政権公約がどのように自治体予算

へ影響を与えているかについて、考えてみたい

と思います。

今年の 2 月 3 日に、京都市の 2010 年度予算

が公表されました。これから議会で審議が始ま

るわけですが、その内容をみてみると、2009

年度当初予算に比べ 750 億円の増額となってい

ます。この 750 億円は、今の京都市財政からす

ればすごく負担になります。しかし実際は、増

加分の大半が子ども手当てや中小企業融資の預

託金で、市の負担は 20 億円程度の増加です。

歳出をみてみると、保育所整備に 6 億 6000

万円。これによって定員を 345 人増やし、待機

児童を減らす。児童館や特別養護老人ホームへ

の助成などを合わせた整備費総計は、195 億円。

2009 年度に比べて 90 億円増です。つまり、社

会保障関係費を大幅に伸ばしています。道路や

水道整備などの公共事業費については、国の補

、助金のめどがつかず、90 億円減の 420億円で

建設関係は大きくマイナスです。国の予算で公

共事業費は、だいたい 17 ％ぐらいが減ってい

ます。国の補助事業は仕組みが変わりますので、

予算計上の仕方は難しいと思うのですが、とり

あえず乗せたのではないかと思われます。

このように、自治体の歳出構造は、社会保障

関係費が増えて、コンクリート系の公共事業費

を削減しています。これは自公政権では絶対に

できなかったことです。民主党の方針が、かな

りストレートに各市町村の予算に反映している

と思います。

膨らんだ 2010 年度国家予算

地方財政をみるには、まず、国の財政がどう

なっているかを知る必要があります。

国の一般会計の予算は 92兆 2992 億円。2009

年度当初予算が 88 兆 5480 億円ですから、4.2

％の増加です。しかし、概算要求では 95 兆円

を超えていたので、苦労して 3兆円ほど削りま

した。民主党としてはマニフェストも実現しな

ければならないし、やむを得ないというのが大

方の評価です。国債は 44 兆 3030 億円。2009

度に比べると 11 兆円ぐらい増えています。こ

れについてはいろいろな議論があります。日本

の場合、借金の貸し手は国民です。国債を買っ

ているのは銀行や郵貯ですから、そこに預金し

ている国民が貸し手。したがって、国民にとっ

て国債は「借金」であるのと同時に「資産」で

もあります。日本は、我われの貯金がなくなら

ない限り、もう少し借金ができます。アメリカ

は、国民の貯金があまりないので、丸々借金で

す。中国が 1番たくさん持っている。

地方財源は交付税が大幅増額

地方財政において歳入のポイントは、交付税
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です。2 月 4 日に「地方財政計画」が公表され

ました。これをみると、2010 年度の地方財源

が 18 兆 2200 億円不足していることがわかりま

す。昨年 12 月の頭に、財務省と総務省で、国

の予算を執行するために必要な地方一般財源の

大きさを確認し、それに対して地方税など現実

の一般財源との差を確定しました。その結果が、

18 兆 2200 億円の不足です。来年度は、今年度

に比べて税収が大幅に落ち込みます。国税も落

ち込みますが、地方税もかなり大幅に落ち込み

ます。地方税の収入見込みは、都道府県税で

16.2 ％減、市町村民税で 5.7 ％減です。京都

市は 6.3 ％減。国に比べて、減収幅が少しです

が大きい。税の種類は、市町村によって違いは

ありませんが、企業の収益力や住民の所得水準

などによって、影響度が変わってきます。

不足する財源は、補填をしないと執行ができ

ないし、予算が成り立ちませんから、いろいろ

な施策がとられることになります。結論から言

うと、来年度は税収が落ち込んだ分を、地方交

付税の増額と、臨時財政対策債という地方債で

まかないます。臨時財政対策債というのは、国

でいえば「赤字国債」にあたるもので、自治体

が発行します。これが来年度は 7 兆 7000 億円

ぐらい。非常に大きく膨張します。交付税は、

昨年の 9月から、全国知事会、全国市長会、全

国町村長会のほかに、全国都道府県議長会、全

国市議会議長会、全国町村議会議長会を合わせ

て 6団体が、大幅な増額を求めていました。

交付税は小泉内閣の「三位一体改革」で大幅

に引き下げられてきました、21 兆円だったも

、のが 15 兆円まで下がっていた。それによって

自治体の財政は逼迫し、職員給与の引き下げや

人員整理など、いろいろなひずみが出ていまし

た。人員整理が行われたのは、総務省が、財政

を圧縮するために「集中改革プラン」の作成に

よって、職員数の削減を指導してきたためです。

その結果、各自治体とも非常に多くの公務員が

減りました。正規の職員が 2 割、3 割と減って

いますね。正規職員が減る一方で、仕事は増え

た。そのままでは、迷惑を被るのは住民ですか

ら、正規職員が減った分を臨時職員で補ってき

ました。しかしその結果は、継続性、あるいは

専門性という点で、行政サービスの劣化が進ん

でいると思います。もうすでに限界は超えてい

る。やっと今回、そういう自治体の悲鳴に近い

要求に応えて、交付税 1 兆円と、臨時財政債 7

兆 7000 億円を増やしました。今後どうなるか

は分かりませんが、民主党が地域主権論を提唱

していることを考えると、小泉政権のように地

方財源を圧縮する動きにはならないだろうと思

います。今回の地方財政措置で、財政課長さん

たちはたぶんホッとしているのではないでしょ

うか。

歳出構造はコンクリートから人へ

厚生労働省関係の歳出

歳出では、もっと変化がありました。1 番大

きく変化したのは厚生労働省予算、つまり社会

保障関係費です。増えると同時に内容が変わり

ました。まず、ご存知のように「子ども手当」

が創設されました。これは、中学校終了までの

児童を対象に、1 人月 1 万 3000 円を支給する

というものです。所得制限についてはいろいろ

議論がありましたが、結局、所得制限は設けな

いことになりました。ただし、子ども手当の一

部として、児童手当法にもとづく児童手当を組

み入れます。その分は、国、地方、事業主が費

用を負担するとなっています。児童手当は所得

制限があるので、それを確認するなど自治体の

事務が非常に複雑になるという指摘があります。

しかし、負担が国と自治体と事業主の児童手当

と、国の子ども手当に分かれるだけで、支給は

所得制限なしの子ども手当だけです。市民にと

ってはあまり関係のない話です。
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2 番目は、父子家庭に児童扶養手当が支給さ

れることになりました。年間所得が 300 万円以

下の父子家庭に、児童 1 人に月 9850 円から最

高 4 万 1720 円が支給されます。母子家庭には

あるのに父子家庭には何の手当もないため、滋

賀県の市町村では 「ひとり親手当」を設けて、

支給しているところもありました。これからは、

国の仕組みとして支給することになりました。

3 番目は、生活保護の母子加算です。これは

一旦、廃止されていましたが、去年の 12 月に

復活し、来年度も行うというものです。2011

年度はまだ決まっていません。

4番目は、待機児童の解消です。1月 29 日の

閣議で「子育てビジョン」を決定しました。こ

のなかで、5 年間で、保育所の定員を段階的に

26 万人増やすとしています。また夜間保育や

病児保育、学童保育の拡充も掲げられていて、

これも大きな転換です。民主党が大勝した衆議

院議員の任期は 4 年間ですが、5 年間の縛りが

かけられました。これにそって、各自治体は、

どこに保育所を作るのか、どういう保育所を作

るのか、保母さんの確保をどうするのか、が求

められます。どの自治体でも、保母さんの臨職

化が進んでいます。臨職の保母さんの方が親切

だと言われる方もいますが、保育内容の継承な

どを考えると、やはり正規職員をもっと増やさ

ないといけない。あまりに臨職に依存している

保育政策は 「保育あって保育政策なし」とい、

うことにもなりかねません。また、行政改革で

は、保育園を民営化することばかり考えてきま

したが、むしろこれは拡充するという内容です

から、閣議決定した「子育てビジョン」を参考

にしながら、改めて各自治体のビジョンを立て

直す必要があると思います。子どもの数が減っ

ていくため、保育所を増やせば、余ってきたと

きに廃止しなくてはならないと考える自治体も

あるかもしれません。廃止すると、地域との間

に摩擦も生まれます。しかし、保育所に子ども

が来なくなったら、それはまたそのときに考え

ればいいのです。今、困っている人をどうする

のかを考えていなくてはいけない 「どうせ子。

どもは減るのだから」と言っていては、子ども

を増やすための施策に目が向いていないのと同

じです。

5 番目は、雇用維持への支援です。これは、

雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金

によって、従業員の首を切らず休業で対処する

企業に対して出される助成金です。給与の 6割

を事業主に対して給付します。これは非常に大

きな役割を果たしています。ただ、このところ

申請が少なくなっています。かなり景気が回復

してきているので、倒産件数も減ってきました。

助成金の効果もあって少し上向いてきたのです

が、引き続き実施するということです。

6 番目は、ワンストップサービスの実施です。

ワンストップサービスというのは、国の機関で

あるハローワークに、地方自治体の福祉事務所

や社会福祉協議会の職員などに来てもらい、雇

用保険と生活保護の間にある第 2のセーフティ

ネットを、ひとつの窓口でまとめて対応できる

ようにすることです。第 2のセーフティネット

とは、訓練・生活支援給付、就職安定資金融資、

住宅手当、生活福祉資金、つなぎ資金などのこ

とです。それに 263 人、人件費を手当てして配

置します。市町村は、ハローワークに派遣する

職員がいないので消極的なところもありますが、

かなりの効果が期待できると思っています。

その他の雇用関係では、ハローワークにジョ

ブサポーターを 928 人配置し、新卒者支援を強

化します。新卒者が就職できないと、非正規労

働者になっていきます。それを回避するために

人員を配置し、新卒者を体験雇用した企業には、

1 人 8 万円の奨励金が支払われます。また、雇

用保険制度の適用範囲を拡大します。その 1つ

は、雇用保険の適用基準を「6 カ月以上の雇用

見込み」としていたものを 「31 日以上」にす、
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る。もう 1つは、事業主が被保険者資格取得の

届出を行わなかったため未加入となっていた人

のうち、事業主から雇用保険料を控除されてい

たことが給与明細等の書類により確認された人

については、現行の 2年を超えて遡及できるよ

うにしました。これは、雇用保険を受ける人を

増加させる効果があります。また、生活保護世

帯に対する就労支援の強化。職安と社会福祉事

務所が連携して、生活保護世帯の就労を支援す

るとともに、09 年度の補正予算で就労支援員

を 550 人から 3050 人に増やします。これは市

の財政に関係してきます。京都市の就労支援員

は、区役所に 1人～ 2人だと思いますが、大阪

市は 5人くらいいます。

医療では、病院の診療報酬が 10 年ぶりに引

き上げられます。本体 1.55 ％の増加。医者不

足の対応としては少なすぎますが、方向性は評

価できます。障がい者対策は、住民税非課税世

帯の障がい者は、福祉サービスおよび補装具の

利用者負担が無料化されます。これについては、

今後、根本的に変化する可能性があります。

国土交通省関係の歳出

国土交通省の予算で変化が大きいのは 「新、

型交付金」ができたことです。民主党のマニフ

ェストに「ひも付き補助金を廃止する」という

のがあって、2011 年度から補助金を「一括交

付金」にします。それを前倒しする形で、国交

省と農水省が来年度から、公共事業関係のほと

んどの補助金を一括交付金化しました。仕組み

はまだはっきり決まっていませんが、市町村は

分野ごとに 3 ～ 5 年の「社会資本総合整備計

画」を策定することになります。この計画がな

いと、交付金が来ません。今年の 9月ぐらいま

でに、道路や河川、街路など、都市計画を含め

て総合整備計画を作る必要があります。各課の

ぶん取り合いになりますから、調整が必要です。

まちづくりのために、どこに重点的に投資する

のかを決めていかなくてはならない。ただ実際

は、継続事業がかなり多いので、新しいところ

には予算が回らないのでは、と言われています。

ポイントは整備計画の作り方です。

文部科学省関係の歳出

文部科学省予算の目玉は、公立高校の授業料

無償化です。入学金は対象にならず、授業料だ

けです。私立高校については、年間 11 万 8800

円を基本に、年収 250 万～ 350 万円未満が 17

万 8200 円、250 万円未満が 23 万 7600 円を助

成します。これについては、私立高校の受験生

が減るなどいろいろ問題が指摘されたため、大

阪府は単独で私立高校の助成をすることにして

います。1 月終わり頃のニュースでは、私立高

校の応募が増えたようです。私立高校は、進学

校に親の希望で行く場合もありますが、公立高

校に入れないために行く場合には、そういう子

どもをどう支援するかが大事です。大阪府は財

政がパンクしていますが、それはそれで見識と

いえます。

農林水産省関係の歳出

農水省は、コメ農家への個別所得補償を実施

します。農道や農業用ダムの整備など、農業農

村整備事業費は削減。それに代わって、従来の

公共事業費は一括交付金化します。これは、都

道府県・市町村が、農山漁村整備の目標等を示

した農山漁村地域整備計画を策定し、同計画に

もとづいて農業農村基盤整備、森林基盤整備、

水産基盤整備、海岸保全施設整備のほか、同計

画の事業効果を高める事業を実施することにな

ります。国が都道府県に交付し、都道府県は自

らの裁量で地区ごとに配分するようです。

社会保障拡充の動き

こうした動きの他に、制度改革への動きがあ
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ります。

ナショナルミニマム研究会（厚生労働省）

厚生労働省は「ナショナルミニマム研究会」

を設置しました。今年 1月から動き出していま

すが、このメンバーには雨宮処凛さんや湯浅誠

さん、専門家では駒村康平慶応大学教授、橘木

俊詔同志社大学教授、岩田正美日本女子大学教

授、神野直彦関西学院大学教授などがいます。

現在は、生活保護基準について議論をしていま

すが、社会保障を強化する方向で議論されてい

くのではないでしょうか。

障がい者制度改革推進会議（内閣）

内閣は、昨年 10 年 1 月に「障がい者制度改

革本部」をおき、意見を求めるため「障がい者

制度改革推進会議」を設置しました。これは山

井政務官がかかわっているようです。

「障がい者」と平仮名になっているのは、障
．．

がい者団体がずっと要求していましたが、従来

は絶対実現しなかったものです。国として初め

て平仮名になりました。この会議が画期的なの

は、24 人のメンバーのうち 13 人が障がい者、

あるいは障がい者関係団体の人たちだというこ

とです。障害者自立支援法の制定では、審議の

過程で障がい者は入っていなかったため、障が

い者は、厚生労働省を取り巻いて座り込みする

ことしかできなかったのです。障がい者が政府

と一緒になって法案などを作ることは、世界で

は当たり前です。それがやっと日本で実現した。

これだけでも、政権が替わってよかったと思い

ます。厚生労働省の担当室長には、東さんとい

う弁護士がなりました。この方は熊本学園大学

教授で、ポリオによる障がい者です。当事者が

担当室長になったのですから、障がい者による

障がい者のためのプランができるでしょう。

こういうことは、先進的な自治体では、すで

にやっていました。東京都の町田市では、車椅

子の課長さんが、車椅子で歩ける街づくりを計

画しました。当事者の視点でないと見えないも

のがあります。それがようやく実現する方向に

きたわけです。

地域主権戦略会議（内閣）

地方分権については、内閣に「地域主権戦略

会議」が置かれました。鳩山首相が議長で、副

議長に原口総務大臣、メンバーには菅財務大臣、

平野内閣官房長官、仙谷国家戦略担当相、ほか

に埼玉県知事や橋下大阪府知事などがいます。

会議の設置と同時に「地域主権戦略の工程表」

（原口プラン）が出されました。

この地域主権戦略会議に対応して、総務省に

「地方行財政検討会議」が設置されました。原

口総務大臣を座長に、総務省の副大臣や政務官、

自治体からは岩手県知事、仙台市長、津市長、

多久市長、北海道乙部町長、鹿児島県議会議長、

富山市議会議長、長野県上松町議会議長など、

地方 6団体の人が入っています。学者では、会

計学や監査、連邦制、地方税法、行政法などの

専門家がいます。

原口プランでは、地方自治法を改正して「地

方政府基本法」を作ることになっています。す

でに今国会で、地方自治法の一部の改正案が提

出されています。変化は早いですね。内容は、

地方議会の議員定数上限の撤廃や、自治体事務

を共同で行うための組織・機関の共同設置など

があります。組織・機関の共同設置については、

京都府ではすでに、京都府地方税機構や、相楽

東部広域連合ができています。京都府は、先を

行っています。

自治体が国を変える先頭に

、最後に、自治体の 2010 年度の課題について

繰り返しになる部分もありますが、改めてお話

ししたいと思います。

まず、今年の景気見通しですが、基本的には、

去年の 1～ 3月で底を打っていますから、企業

収益は伸びていくと思われます。ただし、収益
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が伸びているのはコストカット、リストラや派

遣切りによってコストを削減したことによるも

のです。これを「ジョブレス・リカバリー」と

言います。こうした傾向はゆがみを生むと思い

ますが、残念ながら今のままでは、企業収益が

増えても雇用は増えないと思います。そういう

意味では、就労支援をよりいっそう充実させな

、ければいけない。これからの 10 年を見極めて

就労支援の体制をとる必要があります。そのた

めには、就労や雇用は国のやることで、市町村

や都道府県の役割ではないという意識を払拭し

ていただきたい。国のハローワークだけでは就

労困難者の抱える問題をカバーできません。府

県と市町村が一緒にやっていくように、意識を

変える必要があります。

2 つめは、神奈川県が今年 1 月に「自治基本

法」の提案を行いました。国は「地方政府基本

法」を制定しようとしていますが、自治体は国

の提案を見ているだけでなく、どのような内容

を求めるのか、自治体の視点から議論を始めな

くてはならないと思います。神奈川県のように、

積極的な対応が必要です。

3 つめは、昨年 11 月、鳩山首相を本部長と

した「緊急雇用対策本部」が設置されました。

その傘下に「緊急雇用創造チーム」ができてい

て、各都道府県に「地域雇用戦略会議」の設置

を求めています。北海道ではすでに設置してい

ますが、関西圏ではまだどこもできていないよ

うです。近畿も北海道と同様、雇用状況が悪化

しています。危機感がもっと必要です。

4 つめは、新型交付金事業に対応した社会資

本整備計画の策定です。今年の暮れまでには、

住民と一緒に作ってほしいと思います。

5 つめは、子育て支援策の具体化です。つま

り、保育政策の立て直し。

6 つめは、権限移譲への意見を自治体として

整理することです。自治体は、権限移譲に及び

腰です。職員は減るし、お金はない。これ以上

権限がきて仕事が増える困る、という自治体が

少なくない。しかし、まちづくりにはこういう

権限が欲しいと言うくらいの熱心さが必要です。

黙っていて来た権限を、誰も使わないというケ

ースがたくさんあります。

7 つめは、コミュニティ施策の展開です。自

治体レベルだけではなく、地域レベルのコミュ

ニティを再構築する必要があります。地域福祉

計画を基軸にして、コミュニティそのものを作

り直していく必要があります。

8 つめは 「貧困との闘い」です。これまで、

自治体の政策には「貧困との闘い」がありませ

んでした。生活保護をしているだけです。自治

体として貧困と闘うには、地域の貧困の実態を

把握しなければなりません。雇用や就労のデー

タは、国が中心となって調査してきましたが、

それだけでは不足です。地域独自の貧困の実態

を、まず把握しなくてはならない。

9 つめは、障がい者政策の全面見直しです。

これは先ほど言いましたとおり、やっと障がい

者と一緒に、地域のユニバーサルデザインを作

ることが可能になったので、是非、取り組んで

いただきたいと思います。

最後に、公契約条例の制定を積極的に進めて

いただきたい。野田市が条例化して話題になり

ましたが、自治体が率先してワーキングプア問

題を解決する中心になっていただきたいと思い

ます。

そういう意味を含めて、来年度予算をうまく

使いながら、国全体を変えていく先頭に、自治

体が立ってもらいたいと思います。

（さわい まさる・奈良女子大学名誉教授）
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