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2011 年度の地方財政対策は、昨年 12 月 24

日の政府予算案決定にともない、同日に決着を

見ました。これに国庫支出金などの調整を加え

た「2011 年度地方財政計画」が、今年 1 月 29

日に閣議決定され、直ちに国会に提出されてい

ます。この地方財政計画の主なポイントを、図
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を見ながら、お話ししたいと思います。

2011 年度地方財政計画のポイント

2010 年度から微増

まず、来年度の一般会計予算は、92 兆 4116

億円と、今年度に比較して 0.1 ％増にとどまり

ました。政権が代わり、初めての本格予算とな

ったわけですが、歳出増をどうにか 0.1 ％に抑

制しました。地方財政計画は 82 兆 5054 億円。

0.5 ％増です。内容も、交付税が増えて、臨時

財政対策債が減ったことで、地方財政は、今年

度より少し使い勝手がよくなったのではないか

と思います。

2.8 ％増加した地方交付税

地方交付税総額は、2.8 ％増えて 17 兆 3734

億円になりました。小泉政権の三位一体改革に

よって、2006 年度には 13 兆 7425 億円まで減

っていたものが、3 兆 6000 万円ほど復活した

ことになります。これには地方 6団体も頑張り

ましたが、総務省も頑張りました。小規模自治

体ほど削減率が大きかったのですが、それによ

ってひずみが出てきました。展望が見えない。

一番大きな問題は、財政が厳しいことで新しい

ことをしなくなった。先日、ある市の職員自主

研修で 「現代の貧困」をテーマに話すよう頼、

まれましたので、自治体は貧困とどう向き合う

のかという話をしました。2000 年の地方分権

一括法で、都道府県や市町村にも、雇用対策の

努力義務が課せられています。その場で、保育

所の所長が母親の相談に乗っていると言ったら、

出席していた市の幹部は「保育所は保育をして

いればいいんだ。余計なことをする余裕はな

い」と言っていました。これでは自治体のイノ

ベーションができません。自治体は何をするべ

きかという考え方が抜け落ちてしまった。財源

圧縮の悪い後遺症です。

特別加算の継続

歳出では、地域活性化・雇用等臨時特例費な

ど特別枠の加算が継続されました。1 兆 2650

億円です。これは 3年前に、交付税に上乗せす

るかたちでできたものです。財務省の財政制度

審議会では、廃止が検討されてきましたが、昨

年 12 月に、税制の抜本改革が行われるまでは

維持することを、財務省と総務省の間で合意し

ました。

地方財源不足は 21.8 ％減少

地方財源不足は 14 兆 2452 億円と、今年度の

。18 兆 2200 億円に比べて 21.8 ％減少しました

地方の歳入は、交付税と地方税収、そして手

9景気回復基調のもと、縮小した地方財源不足



図 1 中央財政と地方財政の関係（2011 年度）
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数料などを含めたものです。交付税は、国税 5

税の一定割合が交付税になりますので、国の歳

入予算が決まると、自動的に算出されます。国

税 5 税の割合は、所得税・酒税の 32 ％、法人

税の 34 ％、消費税の 29.5 ％、たばこ税の 25

％。企業収益の回復で、法人税などの増収が見

込まれるため、2011 年度は 10 兆 6101 億円と

見込まれています。地方税は、それぞれの自治

体が計算します。そうした歳入と、自治体が公

共サービスを提供するうえで必要な額との差が、

来年度は 14 兆円 2452 億くらいある。

これは、本来なら地方交付税率を引き上げる

か、税源移譲や新し税をつくることで手当てを

するべきですが、それができないので、とりあ

えずの補填しているといった状態です。

臨時財政対策債の大幅な減少

臨時財政対策債は、昨年度より 20.1 ％と大

幅に減少し、6兆 1593 億円になりました。

臨時財政対策債というのは地方債です。一般

財源の不足を補うために、各自治体が起債をす

る赤字地方債です。赤字地方債は認められてい

ませんが、その例外です。枠が決まっています

から、その範囲内で各自治体に振り当てていま

す。この元利償還分は、後に、相当程度が交付

税に算入されます。

しかし、臨時財政対策債はあくまでも借金で

すから、少ないに越したことはありません。来

年度の地方財政対策は、借金である臨時財政対

策債を圧縮することが目玉の一つです。各自治

体では、臨時財政対策債をどの程度当てにしな

ければならないのかか、よく見ていただきたい

と思います。

交付税特別会計借入金の償還

交付税特別会計の借入金については、来年度

の交付税総額を確保しつつ、計画的に償還する

とし、2011 年度から 2013 年度までは、毎年度

1000 億円償還。さらに 2014 年度から 2020 年

度までは、毎年度 1000 億円ずつ増額して償還

します。

臨時財政対策債ができる以前は、交付税特会

が市場から借り入れをして、それを交付税とし

て配っていました。現在、その額が 25 兆円く

らいあります。これは単年度の借入金であるた

め、毎年度、借り換えを繰り返しています。こ

ういう状況からは早く脱出しないといけないの

で、来年度から 3 年間は 1000 億ずつ返し、そ

の後は 1000 億、2000億、3000 億と返していく

ということです。しかし、3 年先の約束なんて

ほとんど誰も信用していない。踏み倒すという

こともあり得ますね。

地方税収は 2.8 ％程度の伸び

来年度の地方税収は、33 兆 4037 億円の見通

しで、前年度比 2.8 ％程度の伸びます。都道府

県税が 4.4 ％増、市町村税が 1.6 ％増。その要

因は、先ほども申しましたように、法人税額の

伸びです。法人税については、2010 年度の年

度途中で税収が上がり、10 兆円と見込んでい

たのが、15 兆円入った。したがって、地方交

付税も予定より 1 兆 2000 億円増えました。そ

の分は繰越しをします。

このように、世界経済は底を脱し、景気が上

向いているようですが、12月の完全失業率は 5.

1 ％。1 月は 4.9 ％です。新卒の内定率は史上

最低。パート・アルバイト・派遣・嘱託・契約

者社員の 5種類が、労働力調査上では非正規労

働者とされています。この人たちが全雇用者に

占める割合は、2010 年 7 ～ 9 月期で 34.5 ％。

。2009年の同時期に比べて 1％上がっています

労働者の 3 分の 1、女性の 54 ％、男性の 20 ％

が非正規労働者で、若い人ほど正規労働者にな

れない。この、企業収益は上がっているが、賃

金は下がるという構造は、残念ながら今後、長

く続くと思います。こういう社会構造が、現代

の貧困を生んでいます。それに対して、自治体

は何ができるかを考えなければいけないと思い

ます。

地域就労支援事業を行う「パーソナル・サポ

ートセンター」が、京都府・釧路市・横浜市・
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福岡市・那覇市の 5カ所で設置されています。

取り組みが始まったのは、昨年 11 月です。京

丹後市は来年度から取り組むそうです。大阪で

は、豊中・箕面・吹田の 3市が、滋賀県では野

洲市が、4 月から始めます。自治体として、若

者の就労支援を含めてやれることはたくさんあ

ります。そういう施策を、是非、考えてほしい

と思います。

一般財源総額は 0.1 ％増

地方税、地方交付税、地方譲与税、地方特例

交付金、臨時財政対策債を合わせた一般財源の

総額は、59 兆 4990 億円で 1％の伸びです。

ひもつき補助金の一括交付金化

ひもつき補助金の一括交付金化については、

まず投資補助金について、来年度は都道府県分

を対象に、5120 億円を「地域自主戦略交付

金」として創設します。

子ども手当の増額

子ども手当については、2011 年度単年度の

措置として、3 歳未満の子ども 1 人につき月額

2 万円を、3 歳以上中学校修了までは 1 万 3000

円を支給します。子ども手当の財源については、

今年度と同様に、子ども手当の一部として、児

童手当を支給する仕組みです。児童手当分は、

国、地方、事業主が従来どおり費用負担し、そ

れ以外の部分は、3 歳未満に対する上積み分を

含め、全額国庫負担です。また、子ども手当か

ら保育料や給食費の納付を可能とする仕組みを

設けます。市町村にとっては、結構、大変な仕

事です。

社会保障費が増える国の予算編成

国の予算編成方針は、中期財政フレームの規

律で編成することとされています。その基準は、

国債発行については「2011 年度の新規国債発

行額については、2010 年度予算の水準（約 44

兆円）を上回らないものとするよう全力をあげ

る 。歳入面での取り組みでは 「個人所得課税、」 、

法人課税、消費課税、資産家税等にわたる税制

の抜本的な改革を行うため、早急に具体的内容

を決定する」としており、12 月 14 日に閣議決

定した「社会保障改革の推進について」の中で、

社会保障の制度改革案と税制改革案を 2011 年

半ばまでに成案を得るとしています。管首相は、

6月までにと言明していますが。

また 2011 年度の国の一般会計予算案は、92

兆 4116 億円で、これは前年度比で 0.1 ％増で

す。租税及び印紙収入は 40 兆 9270億円。前年

度の 37兆 3960 億円よりは回復しているものの、

国債収入の 44 兆 2980 億円より 3 兆 4000 億円

ほど、まだ下回っています。歳出面では、社会

保障関係費 28 兆 7079 億円。歳出総額の 31.1

％と、前年度の 27 兆 2686 億円を 5.3％上回り、

比率では初めて 30 ％を超えました。経費の自

然増 1兆 3000 億円を満額見込んでいます。

この社会保障費の自然増に必要な地方の財源

は 8385 億円です。そのうち補助事業が 4891 億

円。内訳は、生活保護 1226 億円、医療 1118 億

円、介護等 1051 億円などです。なお、国の社

会保障関係費のうち保険給付費は、年金 10 兆

4395億円、医療 8兆 3934 億円、介護 2兆 2037

億円で、10 対 8 対 2 といった比率です。生活

保護費は 2兆 2037億円で前年度比 16.4 ％増と

なっています。

地方税改革は扶養控除

地方税では、個人住民税の成年扶養控除（23

歳以上 70 歳未満）が廃止されます。控除は、

高額所得者に有利に働いているので、手当に変

えた方がいいのではないかというのが税制調査

会の考え方です。もう一つは、子ども手当のバ

ーターとして、15 歳未満の幼年者の扶養控除

が廃止されています。今年 1月の給与から、15

歳未満は扶養控除にできなくなりました。その

分は、子ども手当になります。

今回の国の税制改革の大きな目玉は、法人税
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の 5％減税ですが、これは、自治体にはほとん

ど影響ありません。また、株式の配当および譲

渡所得に係る軽減税率 3 ％の適用期限を、13

年度まで 2年間延長する。株式市場がふるわな

いので支えようということです。

認定 NPO 法人以外の NPO 法人への寄付が、地

方自治体が条例で個別に指定することによって、

個人住民税の寄付金税額控除の対象とすること

ができるようになります。公益社団・財団法人、

学校法人、社会福祉法人に対する寄付について

も、同様の税額控除制度を導入する。詳細はま

だわかりませんが、公益目的の法人を育てよう

という政策意図が、はっきりしています。

投資補助金の一括交付金化

1 兆円規模の一括交付金ができます。民主党

のマニフェストにある「ひもつき補助金の廃

止」の一環で、紆余曲折がありましたが、都道

府県の 9つの投資補助金を対象に「地域戦略交

付金（仮称 」として創設します。初年度にあ）

たる 2011 年度予算案では 5120億円。市町村は、

2012 年度に導入が予定されています。

対象事業は、国土交通省の社会資本整備金が

。多くを占めていて、3000 億円程度になります

2 番めに大きいのが農水省の農山漁村地域整備

交付金。あと、厚労省の水道施設整備補助、交

通安全施設整備費用補助金、文部科学省の学校

施設環境改善交付金の一部、経済産業省の工業

用水道事業費用補助、環境省、総務省の港湾防

災施設整備費補助金などです。

この一括交付金の導入にさいしては、各省庁

から激しい抵抗があって、この程度になりまし

た。5120 億円の 9 割は継続事業費にあてられ

ます。新規は 1 割。片山総務大臣は、今回は仕

組みをつくっただけで、10 年くらいかけて育

てていくと言っています。長い目で見る必要が

ある。一括交付金で問題なのは、経常経費の補

助金をどうするのかということです。昨年 6月、

政府は「地域主権戦略大綱」を閣議決定しまし

たが、その行程表に、2011 年度に投資的経費

を一括化し、2012 年度には経常的経費につい

ても一括化するとしています。これは少し問題

です。民主党のマニフェストには 「社会保障、

関係費、義務教育関係費は除く」とある。これ

はぜひ守っていただきたい。全部一括交付金に

するのは困ります。生活保護費はどうするのか。

国庫負担だった公立保育所の児童保護措置費が

税源移譲されて、市町村の一般財源ですること

になりました。これで、市町村の保育行政は大

きな痛手を受けました。公立保育所などでは、

保育士がどんどん臨職に変わっています。

指定管理者制度や集中改革プランが

生み出した官製ワーキングプア

昨年 12月 28 日、総務省から「指定管理者制

度の運用について」という通知が出されました。

それについて、今年 1月 5日の記者会見におけ

る片山総務大臣の発言を要約すると 「指定管、

理者制度の導入によって、ともすれば画一的で、

規則などに縛られて、利用者本位ではないと批

判されてきた公の施設の利活用について、新風

を吹き込みたいとう思いで作られたのですが、

むしろ、外注することによって、アウトソース

することによって、コストをいかにカットする

かというところに力点が置かれてきたような印

象を持ってにいる。特に懸念しているのは、本

来、指定管理になじまないような施設について

まで、指定管理の波が押し寄せていることから、

改めて、その誤解を解いたり、本来の趣旨、目

的を理解してもらうために出した」ということ

です。具体的には、学校の図書館は指定管理に

馴染まないという意見です。

もう一つは「指定管理だけではなく、従来か

らの外部化を、総務省としてずいぶん進めてき

た。定員削減とか、総人件費削減という意味で、

アウトソースを進めてきた。それがコストカッ
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トを目的として、結果として官製ワーキングプ

アを生んでしまっているということがあるので、

それに対する懸念を示して、見直してもらいた

いという気持ちもあって出した」と言っていま

す。総務大臣が「官製ワーキングプア」につい

て言及したわけで、これをきっかけに議論して

いく必要があります。自治体は、地元企業に対

しては正規社員の増加を求めています。しかし、

当の自治体は、内部で非正規化をどんどん進め、

なおかつアウトソーシングを通して官製ワーキ

ングプアを大量に創出してしまっている。その

自覚と反省が必要だろうと思います。

かねてから申し上げておりますが 「集中改、

革プラン」は、法的根拠のない仕組みです。そ

れを自治体に強いてきた。これにとらわれるこ

となく、業務と職員とのバランスを自治体自ら

が考えて、これからは定数管理などをしていた

だきたいと思います。職員削減は限界を越えて

いると感じます。
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