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2012 年度地方財政計画の特徴
2011年度復興支援補正予算を引き継いで
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澤 井 勝

2011年度中の復興支援の

追加的地方財政措置

第一次補正予算

2011 年度の第一次補正予算案と歳入を裏付

ける特別措置法が 4 月 30 日の衆院本会議で全

会一致で可決され、5 月 1 日から参院で審議さ

れ、2 日に成立している。予算総額は 4 兆 153

億円。道路や港湾などの公共事業に 1 兆 2000

億円、仮設住宅の建設に 4800 億円、がれき処

理に 3500 億円、自衛隊や消防の活動費。この

他、災害対応の特別交付税 1200 億円を増額し

ている。財源としてはまず基礎年金国庫負担金

の特会繰り入れの減額 2 兆 4897 億円のほか、

子ども手当の上乗せ分撤回で 2083 億円、高速

道路料金の 1000 円もやめて 1000 億円など。今

年度予備費 8100 億円も投入した。これらによ

って国債の追加発行は回避した。

第二次補正予算

7 月 25 日、2011 年度第二次補正予算が成立

した。第一次補正予算で足りなかった分を追加

するというニュアンスだとされている。総額 1

兆 9988 億円。原子力損害賠償法関係 2754 億円、

被災者支援関係費 3774 億円（このうち二重債

務問題対策に 774 億円を計上）、東日本大震災

復旧・復興予備費 8000 億円、地方交付税 5455

億円など。

財源は前年度剰余金受け入れ 1 兆 9988 億円

（うち財政法 6 条剰余金 1 兆 4533 億円、地方

交付税財源 5455 億円）を充てることとなって

いる。国債の追加発行はない。

復興の基本方針

東日本大震災復興基本法が 2011 年 6 月 24 日

に成立し、翌日の 25 日には東日本大震災復興

構想会議が提言「復興への提言 ― 悲惨の中の

希望」を出した。これに沿って、7 月 29 日に

政府の東日本大震災復興対策本部が「東日本大

震災からの復興の基本方針」をまとめた。

この「復興の基本方針」では復興期間を 10

年としている。その当初 5年間を「集中復興期

間」と位置づけている。復旧・復興の事業規模

は国と地方の公費分で、10 年間の復興期間に、

少なくも 23 兆円程度と見込んでいる。このう

ち 11 年度から 15 年度までの 5年間の「集中復

興期間」には 19 兆円（第一次、第二次補正含

む）が必要とするとしている。なおこれらには

原子力損害賠償法などに基づく事業者が負担す

べき額は含まれていない。

復興債による第三次補正予算

管首相の野田首相への交替と、野党との調整

や修正などで見込みより大幅に遅れて、11 月

21 日、2011 年度第三次補正予算が成立した。
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総額 12 兆 1025 億円。公共事業等の追加 1兆

4734 億円や、地方交付税（被災地の地方負担

分に充てる震災復興特別交付税）1 兆 6635 億

円、使い勝手のよい一括交付金（東日本大震災

復興交付金）1 兆 5612 億円、原子力災害復興

関係経費 3558 億円など。

11 月 30 日、この第三次補正予算の災害復

旧・復興のための復興債とそのための復興特別

税を定める「東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源の確保に関す

る特別措置法」など関連 5法が成立した。

復興債の収入をもって充てられる費用の財源

は、主に復興特別税で調達する。そのうち復興

所得税は 2013 年 1 月から 25 年間、2.1 ％の付

加税（13 年から 37 年まで）を課す。（500 万円

の年収で夫婦 2人で年間 1600 円程度）。個人住

民税の均等割を 2014 年 6 月から 10 年間、年に

1000 円増税する。復興法人税は 11 年度税制改

正での 30 ％の税率を 25.5 ％に引き下げる措置

をとったのち、それに 12 年度から 3 年度間、

税額に対して 10 ％の付加税を課す。復興債の

償還期限は最初は 10 年としていたが、自民党

案を容れて 25 年となった。

なお、所得税と法人税の復興臨時増税分につ

いては、全て別会計処理して復興債の元利償還

財源とすることとされ、地方交付税の対象とし

ないこととされている。

補正予算編成の考え方の基本には、被災地方

自治体の負担をゼロにすることと、多様な復興

プランに対応でき、かつ機動的に対応できるこ

とがあった。このために地方交付税とは別枠で

「復興特別交付税」1兆 6635 億円を創設した。

第一次、第二次補正予算の地方負担分や、地方

税の減収分もカバーするという位置づけである。

また、ハードなインフラストラクチュアの再

興のために、縦割りを超えた「使い勝手が良

い」補助金として、「東日本大震災復興交付

金」1 兆 5612 億円も創設した。5 省 40 事業に

ついて内閣府に一括計上している。ソフト事業

も対象となる。

第四次補正予算

12 月 20 日、政府は第四次補正予算案 2兆 53

45 億円を閣議決定。義務的経費（災害対策、

生活保護）などの追加が主な経費で、財源は税

収増 1 兆 1030 億円、国債費の不用額 1 兆 2923

億円など。

この結果、2011 年度一般会計予算規模は 107

兆 5105 億円にのぼり、過去最大の予算となっ

た。また、四次にわたる補正予算の単純累計は

20 兆 6511 億円となる。

消費税増税分の地方取り分は 1.54 ％

消費税の取り分は国に多くなった

12 月 26 日と 29 日には、税と社会保障の一

体改革について、「国と地方の協議の場」第 4

回臨時会合、第 5回の臨時会合が行われている。

この第 5回臨時会合においてようやく社会保障

改革に関わって、15 年 10 月に行われる消費税

5 ％増税分のうち、国と地方の配分割合は国が

3.46 ％、地方が 1.54 ％と決まった。地方の取

り分のうち、1.2 ％は地方消費税、0.34 ％は地

方交付税とする。（なお 14 年 4 月段階での 3％

増税では、地方配分は 0.92 ％とし、うち 0.7

％分を地方消費税、0.22 ％を地方交付税とす

ることも決まった。）

現行の消費税 5％の国と地方の配分は、まず

国税消費税 4％、地方消費税 1％としたうえで、

国税消費税の 29.5 ％（消費税 5％の 1.18 ％）

が地方交付税として地方財源となっている。す

なわち合計 2.18 ％が地方財源である。したが

って 10 ％の増税後は、地方財源は 10 ％のうち、

2.2 ％が地方消費税、1.52 ％が地方交付税とな

り、合計すると 10 ％のうち 3.72 ％が地方財源

となる。

とすると、消費税の国と地方の割合は、現行

10



は 0.562 対 0.436（2.18 ％÷ 5 ％）であるが、

増税後は 0.628 対 0.372（3.72 ％÷ 10 ％）に

なり、地方の割合が下がることとなる。税源移

譲の観点から言えば、0.066 ％分が地方から国

に税源移譲されたようにも見える。最初の国の

案が、地方の取り分ゼロであったから、よくこ

こまで押し戻したという評価もできよう。しか

し地方への税源移譲という「地方分権＝地域主

権」改革の視点からは逆行する税制改革になっ

ていることは指摘しておかなければならない。

言い換えれば地方は国の財政再建のために一肌

脱いだのである。

2012年度地方財政計画と

地方財政の概要

2012 年度の地方財政計画は、「通常収支分」

の地方財政計画の規模を 81 兆 8700 億円程度と

するとともに、「東日本大震災分」3 兆 955 億

円とに分けて計上されている。まず「通常収支

分」から見ていくことにしたい。

やや減った地方財源不足額

2012 年度の地方財源不足額は 13 兆 6846 億

円で、前年度の 14 兆 2452 億円より 4％ほど減

少した。この地方財源不足額は、国の各省庁の

予算が確定してくると、それに対応した地方の

一般財源必要額が積算されてくる。一方で、国

の経済見通しが固まってくると、所得税や法人

税、消費税などの国税と、住民税所得割や法人

税割、事業税などの収入見込額が積算されてく

る。このようにして積算される、その年度の

「必要地方一般財源」と「地方税・譲与税収入

と法定地方交付税の見込額」＝制度的に与えら

れた地方一般財源、との差が「地方一般財源不

足」である。

この地方財源不足を補填する方法は、まず地

方レベルでの補填措置を行った後（折半対象

外）、残った不足額は国と地方が折半して補填

する（折半対象分）という一応のルールがある。

①、まず来年度の折半対象外の補填措置は次

の 6兆 124 億円である。

ⅰ）「財源対策債」による補填で 8200 億円。

これは一般公共事業などでの起債における

「起債充当率」を引き上げることで補填す

るもので、いわば借金で財源を浮かす（一

時的に）。

ⅱ）一般会計において、過去の年度において

将来の約束として地方交付税に特例的に加

算するとしていた「加算措置額」が 9752

億円。これと「別枠の加算」が 1兆 500 億

円。この両者の合計が地方交付税に加算す

る額で、合計 2兆 252 億円となる。

ⅲ）交付税特会の「剰余金の活用」が 5200

億円。それと今回、新たに加わったのが

「地方公共団体金融機構の公庫債券金利変

動準備金の活用が 3200 億円。これはいわ

ゆる「埋蔵金」の一つである。

ⅳ）「臨時財政対策債」の発行が 2兆 2972 億

円。これは今までに発行してきた臨時財政

対策債の元利償還のために発行する地方債

である。

②、折半対象の財源不足額は以上の措置をした

残りの 7 兆 6772 億円となる。これを国と地方

とで折半する。

ⅰ）地方交付税増額のための国の一般会計か

らの「臨時財政対策加算」が 3 兆 8361 億

円。

ⅱ）「臨時財政対策債」が 3兆 8361 億円。こ

れは国の一般会計からの臨時財政対策加算

に対応して地方自治体が新たに発行する。

これで臨時財政対策債の発行予定額は合計

6兆 1333 億円となる。

地方交付税の総額

以上のように地方財源不足を補填した結果、
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2012 年度の当初における地方交付税の総額は

昨年度より 811 億円、0.5 ％微増して、17 兆

4545 億円である。2007 年度より 2兆 3000 億円

ほど増加している。

子どものための手当をめぐって

① 2012 年度以降の「子どものための手当」の

支給額は以下の通り。

・3歳未満は月額 1万 5000 円

・3 歳以上小学校修了前まで

第 1子・第 2子 月額 1万円

第 3子以降 月額 1万 5000 円

・中学生は月額 1万円

所得制限は 960 万円（夫婦子 2人）を基準と

し、12 年 6 月分から適用する。中学校修了ま

で子ども 1 人当たり月額 5000 円を支給する。

これは年少扶養控除の廃止に伴う負担増に対応

するものとされている。

所得制限未満の被用者に対する 3歳未満の子

どもに係わる手当の費用の 15 分の 7 を事業主

が負担し、その他の子どもに係る手当の費用を

国と地方が 2対 1 の割合で負担する。都道府県

と市町村の負担割合は 1対 1とする。

一括交付金（地域自主戦略交付金）の拡充

各省庁の「ひもつき補助金」を、地方自治体

にとって「使い勝手の良い」「一括交付金」に

変えていこうとする「地域自主戦略交付金」に

ついては、11 年度予算では都道府県向けの 9

省庁 9 事業、5120 億円であった。12 年度予算

では、新規事業を広げる共に政令指定都市分を

追加して、6754 億円としている。

新規事業分としては、農業・食品産業強化対

策整備交付金、農山漁村活性化対策整備交付金、

水産業強化対策整備交付金のそれぞれ一部が対

象補助事業となった。政令指定都市分では、学

校施設環境改善交付金、水道施設整備費補助金、

社会福祉施設等施設整備費補助金、工業用水道

事業費補助金、社会資本整備総合交付金、循環

型社会形成促進交付金などの一部である。

政令指定都市以外の市町村については、事業

のまとまりや集中の程度が大きく異なることか

ら、現在の一括交付金のスタイルでは対象とし

にくいことを理由にして、先送りの雰囲気であ

るようだ。

なお、沖縄については、現行の「沖縄振興自

主戦略交付金」を拡充して、経常経費及び市町

村事業を含む新たな一括交付金 1575 億円を創

設する。内容は、① 沖縄振興特別調整交付金

903 億円（交付率は事業費の 10 分の 8、ソフト

事業と施設整備事業）、② 沖縄振興公共投資交

付金 771 億円。

なお、第三次補正予算で組まれた「東日本大

震災復興交付金」1 兆 5612 億円と、12 年度予

算の「東日本大震災分」の 2842 億円も、一括

交付金であるが、これは災害復旧のための「使

い勝手の良い」交付金とされている。しかし、

現場ではなかなかそのようにはなっていないよ

うだ。12 年 1 月 12 日付けの朝日新聞の解説記

事「交付金 使いにくい 事業絞られ被災地不

満」では、次のように指摘されている。

岩手県は、久慈市沖合で国土交通省が建設中

の湾口防波堤と陸地近くの防潮堤の「二重防

御」で百数十年に一度の津波を防ぐ構想を持つ。

しかし、湾口防波堤は完成が 2028 年以降と 16

年も先だ。そこで久慈市は自力で防潮堤を 9メ

ートルにかさ上げし、8000 万円の費用を市の

負担がゼロの復興交付金で賄うことにした。と

ころが復興交付金の 40 の支給対象事業には防

潮堤がない。そこで市は、基幹事業の効果を高

めるための関連事業には 35 ％まで交付金が使

えるのに目をつけた。さほど急がない道路建設

などの基幹事業の関連事業としてかさ上げを実

施することで財源を確保する。「やらなくても

いい工事をひねりださなければならず、使い勝

手が悪い」。
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昨年末の仙台市での自治体向けの説明会で、

現地対策本部の担当者は「交付金は省庁ごとに

別々に管理することになった」と平謝り。省庁

の縦割りによる使い勝手の悪さがあるようだ。

東日本大震災分

①震災復興特別交付税

2012 年度予算の震災復興特別交付税は 6855

億円で、被災地の自治体に配分される。すでに、

2011 年度第三次補正予算で、震災復興特別交

付税は 1 兆 6635 億円が計上されている。この

第三次補正分は 2012 年 3 月に決定・交付が予

定されている。11 年度と 12 年度の累計額は、

年度間調整額 1365 億円を除いた 2兆 2125 億円

である。この復興特別交付税は、補助事業など

の地方負担ゼロにすることを狙う。

この復興特別交付税は、直轄事業・補助事業

の地方負担分が 3384 億円、地方税等の減収補

填に 1271 億円、地方単独事業分が 2200 億円と

なっている。

これとは別に、従来の特別交付税は 4月に第

1 回の特例交付 762 億円（うち被災団体分 705

億円）が行われたほか、9 月に第 2 回特例交付

1748 億円（被災団体分 894 億円）が行われた。

12 月には定例交付 2406 億円が交付されている

（うち被災団体分 2354 億円）。これまでに、合

計 4916 億円（被災団体分 3952 億円）が交付さ

れた。

②東日本大震災復興交付金

2011 年度の第三次補正予算で創設された一

括交付金で、このときには 1 兆 5612 億円であ

った。12 年度予算では 2842 億円の規模で、文

科省、国土交通省、厚労省、農水省、環境省の

5省の 40 事業について、復興庁に一括計上し、

被災団体は復興庁に計画を提出。ワンストップ

で復興庁が対応するとしている。復興庁は 11

年 12 月 9 日に設置法が成立し、2 月 10 日に設

置されたが、これも遅いし、機能は縦割りを背

負っていて期待はずれのようだ。

減少する給与関係経費

ところで、2012 年度計画の給与関係経費は、

20 兆 9760 億円で前年度に比較して 2934 億円

の減となっている。この給与費の削減に一番効

いているのは職員数の減少で、計画職員数は

「地方公共団体における定員純減のとり組みを

勘案するとともに、義務教育教職員の改善増等

を見込み」1 万 908 人の純減とし、235 万 890

人としている。計画職員数は 90 年代後半から

一貫して減少してきたものだが、これにマイナ

ス人事院勧告などもあり、給与関係経費の低下

傾向に拍車がかかる状況となっている。

地方公務員数は「地方公務員定数状況調査」

によると、2010 年度で 281 万人となっている。

これは 16 年前の 1994 年度の 328 万人より 46

万 8000 人、14.3 ％の減だ。一般行政部門はこ

れより大きく、同時期に 23 万 7000 人、20.2

％の減である。

計画人員の減少を上回る各自治体での定員純

減が、計画人員減をさらにすすめるという、マ

イナス・スパイラルに陥っているとも言える。

ところが仕事は基礎自治体への権限移譲や新

しい権限の付与で増加する一方である。またコ

ミュニティの崩壊や家族機能の衰退、企業の O

JT機能の喪失などに対応しなければならない。

これが自治体現場で、臨時職員・非常勤嘱託の

拡大を後押しているのが現状であり、この現状

をきちんと変えていくことが求められている。

新しい職務での、新しい専門職的スキルを、着

実に自治体内部に構築するべきなのである。

おわりに

被災からほぼ 1年、被災地での復興が遅々と

している。第四次補正予算も 2月 8 日には成立
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したが、第三次補正予算の執行は滞っているよ

うだ。一方では、気仙沼市唐桑町舞根地区での

かき養殖再建、南三陸町の馬場中山地区の「な

じょにかなるさプロジェクト」や「未来道」な

ど、テレビ放映やインターネットから、全国か

らのボランタリーな支援に支えられて地域が自

立した復興の動きをしていることが、伝わって

くる。

しかし、被災した市町村役場で働く職員の疲

労感は深い（自治労新聞での鎌田慧さんのルポ

など）。メンタルな問題を抱えながら、住民の

いらだちのハケグチとなる役場職員は、国の施

策や県の対応の遅れとの間でなお振り回される。

がれき撤去は仙台市内でも昨年末で 65 ％程度

だという。高台移転を含む土地区画整理事業な

どはこれからのところも多い。自治体職場の人

員の早急な補充と、施策の柔軟で即応的な実施

が今こそ必要だが、それに十分に対応できてい

ない。また先に見たように全国的に見ても地方

公務員数の削減は、すでに限界に達していると

思われ、被災地外からの職員の応援派遣の余裕

も失われている。

北九州ホームレス支援機構の奥田知志理事長

は、「双方向の絆」が大事だと述べている。そ

のような「双方向の絆」を再生する地域社会を

改めて再構築することが、自治体という「公」

の責任であることは間違いない。そのための定

数の確保と組織改革、非常勤職員の働く条件の

改善と、新たな専門性の陶冶こそ、必要なので

ある。

（この文章は、2012 年 2 月 14 日に開催した「2012 年

度地方財政セミナー」の講演録をもとに、新たに書き

下ろされた原稿です。）
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