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昨年の地方財政セミナーでは、民主党政権か

ら自民党政権に代わり、安倍政権による初めて

の予算編成をしたばかりの 2 月だったので、政

権交代による予算の変化の大きな特徴などをお

話しましたが、今年は、少し専門的な内容とな

ります。

2014 年度に向けた国の予算の動きですが、

安倍政権は 2 年連続の「15 カ月予算」を組み

ました。この「15 カ月予算」は、昨年度は目

新しいことのように喧伝されていましたが、じ

つは、小泉政権の頃から、1 月・2 月の補正予

算を組むときに、そう言っていたようです。そ

れを安倍政権は前面に出しました。

昨年度は、2012 年度補正予算が 13 兆 1000

億円、2013 年度当初予算が 92 兆 6000 億円と、

15 カ月で 103 兆円の、大型予算でした。財務

省の説明資料「2013 年度予算のポイント」で

は、「日本再生に向けて、緊急経済対策に基づ

く 2012 年度補正予算と一体的なものとして、

『15 カ月予算』として編成する」としていま

す。それに対して、昨年は、15 カ月予算にす

ることで財政規律を取り繕う、「取り繕い予

算」であり、12 年度補正予算は、2013 年度予

算の先行実施と見る方がよいと指摘しました。

今年は、2013 年度補正予算が 5 兆 4956 億円、

2014 年度当初予算は過去最大の 96 兆円と、合

わせて 101 兆円程度となり、昨年度に比べると

2 兆円ほど小規模になっています。しかし、こ

の「15 カ月予算」とすることで、「切れ目のな

い公共事業の執行などにより 2014 年 4 月の消

費増税の税率アップに備え、消費税アップ前の

駆け込み需要の増大とその反動による消費の落

ち込みによる景気後退対策として措置した」と

しています。

2013 年度の補正予算の内訳は、①競争力強

化（1 兆 4184 億円）、②女性・若者・高齢者・

障害者向け施策（3005 億円）、③復興、防災・

安全対策の加速（3 兆 1274 億円、これは公共

事業費を含みます）、④低所得者等への影響緩

和、駆け込み需要と反動減の緩和（6493 億

円）となっています。

また、地方交付税は 1 兆 1608 円となってい

ます。最初、これをみたときに「補正予算でこ

れほどの地方交付税が交付されたら、地方自治

体はかえって困るだろう」と驚きましたが、こ

のうちの 1兆 1349 億円は 2014 年度に繰り越さ

れるそうです。その他に、国際分担金等の分担

金等が 3636 億円となっています。これらの合

計 5兆 4956 億円の 2013 年度補正予算となって

います。これら補正予算の財源は、2013 年度

の税収、税外収入、前年度剰余金等で確保し、

新規国債の増発は行われません。

国土強靱化基本法と公共事業費の復権

国土強靱化基本法の成立

民主党政権は、「コンクリートから人へ」を

スローガンに、予算の見直しを積極的に行いま
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府省庁名
要求・要望額

（国費　百万円）
前年度当初予算額

（同）
対前年度比

内閣官房 253 － －

内閣府 1,918 1,334 1.44

警察庁 37,367 28,254 1.32

総務省 25,305 11,972 2.11

法務省 12,846 6,432 2.00

外務省 5 5 1.00

文部科学省 9,492 14,171 0.67

厚生労働省 37,548 26,052 1.44

農林水産省 64,040 62,215 1.03

経済産業省 25,293 10,446 2.42

国土交通省 52,076 21,450 2.43

環境省 24,785 24,785 1.00

防衛省 175,662 120,911 1.45

合計 466,590 328,027 1.42

表 1 国土強靱化関係の、2014 年度予算概算要求

出所）『日経コンストラクション』（2014 年 1 月 13 日）

した。前原国土交通大臣（当時）が「八ッ場ダ

ム」の工事を中止したとき、また、鳩山首相

（当時）が国連で、それまでの数値より高い数

値を示して温暖化対策を進めると国際公約した

とき、私は「これが政権交代だ」と実感しまし

た。政権が代われば、政策の規模も質も変わり

ます。自民党が、政権に復帰して、気がかりな

ことがたくさんありますが、その一つが、国土

強靱化基本法です。

この国土強靱化基本法は、2013 年 12 月 4 日

に参議院で可決成立しました。この法律の成立

によって、防災・減災に関する公共事業を推進

しやすい体制が整ったといえます。2012 年 12

月に起きた笹子トンネル天井板落下事故のよう

に、いろいろなインフラの老朽化が進んでいる

ことは確かです。また、震災に備えて耐震補強

工事も必要です。そういったことから、防災・

減災に関する公共事業を推進しやすい体制を整

えたということです。表 1 は、国土強靱化関係

の、2014 年度予算概算要求です。

政府は、この法律にしたがって、2014 年 5

月をめどに、国土強靱化基本計画を策定する予

定です。都道府県と市町村は、その基本計画を

もとに国土強靱化地域計画を作成し、防災・減

災に必要な対策を進めることになります。しか

し、これによってインフラ整備が安定的に進め

られるとの見方がある一方で、防災・減災に名

を借りた、公共事業費の膨張を懸念する声もあ

ります。

2013 度、国は、自治体公務員の給与引き下

げの努力に応じて、防災・減災に向けた財政資

金を配分しました。自治体は、「職員給与を引

き下げなければ、住民の命を粗末にしている」

と言われかねないような事態となりました。職

員も反対しにくい状況であったと思います。こ

ういう、誰もが反対しにくい玉の投げ方が、こ

の間、続いていますが、こうした政策の出し方

自体が問題であることを指摘しておきたいとも

います。

経済対策としての公共事業費は、2013 年度

補正予算から、防災・減災の名目で 1兆円規模

が計上され、大きな流れができています。

当初予算から補正予算の付け替え

また、当初予算案から補正予算への付け替え

も行われます。2014 年 2 月 2 日付の『朝日新

聞』によると、「2014 年度当初予算の編成段階

でカットされた予算 4600 億円のうち、3600 億
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円が、2013 年度補正予算に計上された。2014

年度予算を財務省で検討して、ムダだとしたも

のを、前倒しで今年度の補正予算として付け

た」という報道がなされています。

凍結国道への予算の増加

もう一つは、凍結国道への予算の増加です。

「凍結国道」とネーミングしたのは、民主党政

権です。2014 年 2 月 4 日付の『朝日新聞』に

よると、「民主党政権時代、2010 年度予算編成

時に、3 年以内に完成見込みのない国道を『凍

結』候補として予算を抑制してきた。ところが、

安倍政権の『15 カ月予算』では急増してい

る」と報道しています。民主党政権時代に公共

事業を縮小してきたことには、あまりにも絞り

過ぎたため、建設事業者が減り、技術者もかな

り少なくなったという批判もあります。しかし、

それ以前の自民党政権時代は、公共事業予算が

あまりにも多い時代が長く続いたことへの反省

も必要でしょう。

2014 年度地方財政計画の概要と
地方自治体への影響

2014 年度地方財政計画のポイント

今年の地方財政計画のポイントの「影の主

役」は、消費税です。消費税の増税は、2014

年度の地方財政計画には、ほとんど影響を与え

ませんが、来年度以降に大きな変化が起きるこ

とが予想されます。

総務省自治財政局の「2014 年度地方財政計

画のポイント」と「2014 年度地方財政計画の

概要」の内容について、紹介していきます。

① 一般財源

まず、通常収支分のポイントとして、一般財

源総額が、2013 年度の水準を 6051 億円上回っ

て確保されていることです。地方税は、景気回

復によって増収となると見積もって 35 兆円

（前年度比＋ 1 兆円）、地方譲与税・地方特別

交付税は 2 兆 9000 億円（前年度比＋ 4000 億

円）、地方交付税は 16 兆 9000 億円（前年度比

△ 2000 億円）、臨時財政対策債は 5 兆 6000 億

円（前年度比△ 6000 億円）となっています。

この臨時財政対策債は、各自治体でよく活用さ

れていますが、一般財源に使える「赤字地方

債」です。これを 6000 億円減額したのは、い

いことですが、今の地方財政が抱えている問題

を如実に表しています。

② 歳出特別枠・交付税の別枠加算の確保

今年の地方財政計画で大きな論争の的となっ

たのが、「歳出特別枠」と「交付税の別枠加

算」です。

「歳出特別枠」は、2013 年度は、地域経済

基盤強化・雇用等対策費として 1 兆 4950 億円

が計上されました。しかし、2014 年度は 3000

億円を減額し、1 兆 1950 億円となりました。

この減額された 3000 億円は、地域の元気創造

事業へ振り替えられています。この振替分を含

めて、実質的に前年度水準が確保されています。

「歳出特別枠」とは、地方交付税の算定に際

して、「実需に基づく積算を伴わない臨時異例

の対応」です。2008 年度のリーマン・ショッ

クによる著しい景気後退に対して、地方再生対

策費として 4000 億円を計上したのが始まりで

す。その後、名称を変えながら継続し、2013

年度は、地域経済基盤強化・雇用等対策費 1 兆

4950 億円が計上されました。地方交付税は、

一つひとつの行政費目について「標準的な財政

需要」を積算していきます。ところが、この

「歳出特別枠」は、経済対策費として、各自治

体にばらまかれるものです。根拠が曖昧で、不

透明なところがあります。

リーマン・ショック後の 2009 年度からは、

落ち込んだ自治体税収を補うための危機対応策

として、交付税の「別枠加算」が始まりました。

既定の加算とは別枠で、交付税を毎年 1兆円増
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（注1）

（注2）

地方財源不足
一般会計加算
（既往法定分） 一般会計加算

（臨時財政対策加算）

折半対象
財源不足額

臨時財政対策債

財源対策債

＊臨時財政対策債

1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年

8.1 9.2 7.2 8.7 9.6 10.1 10.2

1.0 2.7 3.0 1.5 0.6 1.2 2.4

44.6 47.1 47.5 48.3 50.5 52.8 54.4

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年

10.7 13.4 15.3 16.5 16.6 16.0 12.6 13.0 12.8 15.1 15.6 12.3

1.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.2 5.9 6.9 8.6 5.9 5.4 13.0

57.8 62.8 67.1 70.9 76.4 80.9 82.5 85.3 87.1 87.1 88.5

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

13.3 13.9 12.6 11.9 11.2 12.0 12.5 14.6 14.5 11.8 9.5 10.5

13.4 14.2 14.1 17.4 14.1 11.2 8.7 4.4 5.2 10.5 18.2 14.2

88.9 89.3 87.6 86.2 84.7 83.8 83.2 83.1 83.4 82.6 82.1 82.5

地方交付税定率分（精算済み）

財源不足額（補填措置額）

地方材計画歳入歳出総額

年  度

表 2 地方交付税法定率分と財源不足額の推移

出所）竹前希美「地方交付税制度の財政的課題」“ISSUE BRIEF”NUNBER730（2011.12.8）国立国会図書館

図 1 「折半ルール」の基本的な形

出所）蒲田素史「過去最大の地方財源不足額の発生―平成 22 年度地方財政対策」『調査と立法』（No.301）
注）1．「既往法定分は、過去の地方財政対策に基づき地方交付税の定めるところにより国の一般会計から加

算することとされている額である。

2．＊の臨時財政対策債は、既往臨時財政対策債の元利償還充当分、計画と決算の一体的乖離是正分、

地方再生対策費分である。これらに起因する財源不足額は折半対象財源不足額に含めず、臨時財政

対策債で対応することとされている。

額してきました。2014 年度は、財務省が廃止

を要求し、地方税収の増加を踏まえて 3000 億

円ほど圧縮されました。

③ 地方の財源不足の補填措置

地方財政の財源不足の補填の仕組みは次のよ

うになっています。個別自治体の基準財政需要

額と基準財政収入額を算定し、その基準財政収

入額から基準財政需要額を引いて財源不足を算

出します。その全国の自治体の財源不足額の総

額を保障しようとしています（表 2 参照）。一

方、地方交付税の財源は、国税 5税の一定割合

（所得税・酒税の 32 ％、法人税の 34 ％、消費

税の 29．5 ％、たばこ税の 25 ％）となってい

ますが、それだけでは不足しますので、補填措

置として、一般会計からの特例加算、別枠加算

などで地方交付税財源を確保しています。しか

し、それでも地方の財源不足は埋まらないので、

臨時財政対策債で埋めてきました。ところが現

在は、「財源対策債」でも補填しています（図
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1 参照）。「財源対策債」を加えないと、日本中

の自治体の財源不足額は把握できません。例え

ば、2011 年度は、1 兆円ほどが、「財源対策

債」で補填しています。

④ 地方法人税の交付税原資化

2014 年度の地方財政の制度変更のなかで、

地方法人税の交付税原資化は、大きな意味をも

つと考えています。地域間の税源の偏在を是正

し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法

人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、

「当該引き下げ分に相当する、課税標準を法人

税額とする」地方法人税が新たに創設されるこ

とになりました。

2014 年 10 月 1 日以後に開始する事業年度か

ら、法人の標準税率を 5％から 3.2 ％に引き下

げられます。ほとんどの法人の会計年度は 4 月

から始まりますので、この制度の導入よって、

2014 年度の地方法人税収は、3～ 5 億円程度し

か増えませんが、2015 年度は 3000 億円くらい

になります。この地方法人税は、全額を交付税

特別会計に直接繰り入れ、地方交付税の原資と

なります。どうしてこういうやり方をするのか

というと、消費税が 8％になることで、これま

で 1％だった地方消費税が 1.7 ％に引き上げら

れます。

しかし、地方自治体は、地方交付税の不交付

団体と、地方交付税の交付団体があります。地

方消費税の増収は、不交付団体にとってはその

まま増収となりますが、交付団体はその増収相

当額の交付税が減らされます。交付団体にとっ

ては増収となりません。だから、頑張って税収

を上げたとしても、不交付団体にならない限り、

豊かな財政にはならないというのが、日本の地

方財政の仕組みです。つまり地方消費税が 0.7

％上がった増収効果は、不交付団体ではそのま

ま増収財源として使えますが、交付団体では、

消費税 0.7 ％の増収効果分をそっくり地方交付

税交付金で減らされることになります。そうな

ると自治体間の格差はますます拡大することに

なります。その拡大する格差を埋めようという

のが、「地方法人税の交付税原資化」です。

2011 年度決算の「人口 1 人当たりの地方法

人 2税の収入額」をみますと、東京都が際だっ

て大きくなっています。東京都に法人が集中し

ていますから当然です。地方法人 2 税が一番少

ないのは奈良県です。この東京都と奈良県の間

の地方法人 2税の格差は 5.3 倍です。他の地方

税の格差は、個人住民税が 2.9 倍、固定資産税

が 2.3 倍、地方消費税は 1.8 倍となっており、

地方税収の中で地方法人 2 税の格差が一番大き

いのです。じつは、地方消費税は、遍在率が一

番小さい税であると言われています。

地方税制は、伝統的に、税収が遍在していな

い税目にすることが望ましいと考えられていま

す。そこで、消費税が上がった分をどこかで調

整したいというので、法人住民税（地方税）の

税率を引き下げて、引き下げた分を新たに地方

法人税（国税）で徴収し、その税収を地方交付

税にもっていくことが考えられたわけです。

2013 年 11 月に、国と地方の意見交換があっ

たとき、当時の猪瀬東京都知事が「地方分権に

反する。東京の税収は東京のものだ。断固反対

する」と言われました。

今から 10 年以上前の話ですが、石原慎太郎

東京都知事のとき、ホテル税を提案しました。

当時の片山善博鳥取県知事が、ホテル税に対し

て批判しましたところ、全国から抗議の電話が

寄せられました。その中には、「誰のお金で食

べていると思っているのだ」という声があった

そうです。たしかに鳥取県政は、地方交付税で

支えられています。しかし、日本中のほとんど

の自治体が、交付税で支えられています。東京

都の法人税収を東京都のものにしていいのか、

という議論を常にしなければいけません。

元国会議員の浜田幸一さんが、ホテル税を念

頭に、千葉の火力発電所の前で、「電力をここ

から東京に送っているのだから、東京に送電税
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をかけよう」と言った趣旨のことをテレビ番組

で発言していました。「東京を支える電力を供

給しているのはどこだ」との問いかけに一理あ

ります。かつて、東京に大量の電力を供給して

いた福島第一発電所が深刻な事故で、今、手の

負えない状況になっています。東京の経済活動

を支えているのは、日本中から集まった労働者

です。地方は、東京に向けていろいろな物資を

送り、いろいろな付加価値を供給し、それが循

環して日本経済が成り立っています。日本経済

の有機的連関は否定しようがありません。とこ

ろが、東京都知事を始め、多くの人がそうは思

っていないのがやっかいです。さらにやっかい

なのが、公共事業の増加です。

⑤ 緊急防災・減災事業費、

地域の元気創造事業費の増額確保

緊急防災・減災事業費は、地方自治体が、防

災・減災事業や地域経済の活性化に対処できる

よう、歳出の重点化・効率化を図りながら事業

費を増額確保するとして、5000 億円となりま

した。2013 年度は 4550 億円でした。この事業

は、緊急防災・減災事業債で 100 ％充当し、元

利償還金の 70 ％を交付税措置されます。これ

は事実上、70 ％の補助事業と同じと見なされ

ます。

地域の元気創造事業費 3500 億円は、地方交

付税の算定に当たり、各自治体の行革努力や地

域活性化の成果を反映して配分されます。2013

年度は、給与の削減などによる単年度限りの措

置として計上されていたものが、継続的になり

ました。内訳は、各自治体の「行政努力」分が

3000 億円、「地域経済活性化」分が 500 億円で

す。

「行革努力」の指標は、人件費関係では、職

員数削減率やラスパイレス指数、人件費削減率

です。頑張って職員数や給与をカットした自治

体には、経済活性化のための財政資金が配分さ

れる。しかし、自治体はそれで運営できるでし

ょうか。そういう経済対策で本当にいいのでし

ょうか。

また、「地域経済活性化」の指標には、産業

関係が、第 1 次産業産出額、製造品出荷額、小

売業年間商品販売額、延べ宿泊者数。雇用関係

では、若年者就業率、従業者数、事業者数など

が上げられています。しかし、地域産業が疲弊

しているところで、これらの指標を実現するの

はかなり困難です。本来、地域の元気創造事業

費は、元気がない地域にこそ配分しなければい

けないのではないのではないでしょうか。これ

らの指標をどう判定するのかにもよりますが、

非常に疑問が残ります。

2014 年度地方財政計画の論点

歳出特別枠・交付税別枠加算

歳出特別枠・交付税別枠加算について、財務

省の財政制度等審議会は、危機対応として実施

したものであり、地方税収と地方交付税法定率

によって地方の歳出水準が回復する見込みであ

ることから「歳出特別枠・交付税別枠加算」を

見直し（抑制・廃止）の方向で検討すべきであ

るという見解を発表しています。一方、総務省

の地方財政審議会は、2014 年度については継

続の意見を付けています。

この、財政制度等審議会と地方財政審議会の

相違は、地方財政の財源不足に対する見解の違

いです。財政制度等審議会は、「歳出特別枠・

交付税別枠加算については、危機対応で実施し

た臨時的なものであり、一定回復すると解消す

べきもの」と考えています。つまり、「財政危

機の時に導入したもので、今はそれほど危機で

はないからやめよう」と言う論理です。地方財

政審議会は、「歳出特別枠で住民への基礎的な

サービスがようやく支えられているのが実態」

で、「地方交付税の別枠加算は、巨額の財源不

足に対して法定率の引き上げで対応できないな

かで講じられてきた措置であることに留意が必
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要」「仮に法定率が見直せないのであれば、少

なくとも別枠加算は維持する必要がある」とし

ています。

本来、財源不足は、地方交付税法の第 6 条 3

第 2 項に、「年度分として交付すべき普通交付

税の総額が、基準財政需要額と 2年以上、著し

く異なることとなった場合は、地方財政制度の

改正または法定率の変更をしなさい」と書かれ

ています。しかし、財源不足が恒常化している

にもかかわらず、地方財政制度を見直すことな

く現在に至っているわけです。本来なら、特例

加算や別枠加算ではなく、地方財政制度を見直

して対応しなければならないのに、それをやら

ずに、深刻な財政不足を放置して、特例加算や

別枠加算をしている状況であり、そうした加算

を考えもなく廃止するのは筋が通らないという

のが、地方財政審議会の考え方です。

消費税の税率引き上げと地方法人税の創設

先述したように、地方法人税の創設は、消費

税率のアップにともなう、自治体間の財源格差

の拡大の是正が目的です。これに対して、地方

財政審議会は、「地方消費税の充実又は消費税

に関わる地方交付税法定率分の地方消費税化と、

法人住民税法人税割の地方交付税原資化による

税源交換を基本的な目標とすべきである」との

意見を出しています。

法人税の実効税率の引き下げがよく議論され

ますが、地方財政審議会は、経済政策は国の責

任であり、経済政策を税制で行うのは、税負担

の公平原則を歪めるため、真に必要な場合に限

るべきであるという意見を出しています。

緊急防災・減災事業費、

地域の元気創造事業費と地方交付税

2014 年度の「地域の元気創造事業費」は、

2013 年度に、地方公務員給与の引き下げなど

によって創設された「緊急防災・減災事業費」

と「地域の元気づくり事業費」が組み替えられ

たものです。したがって、2013 年度に原資と

された地方公務員の給与の引き下げは、解消し、

元の水準に復元されなければなりません。

また、この措置によって、「地方交付税の補

助金化」が進行します。「緊急防災・減災事業

債」を起債して、事業費に 100 ％充当すること

ができ、元利償還金の 70 ％が交付税措置され

ます。本来なら国の一般会計からの補助金です

るべき事業を、地方債とセットにして地方交付

税に付け替えをしています。

「地域の元気創造事業費」は、「地方交付税

において、通常の算定に加えて、各地方自治体

が地域経済活性化に取り組むための財政需要を

算定」するとし、「算定に当たっては、人口を

基本とした上で、各地方自治体の行革努力や経

済活性化の成果指標を反映する」としています。

2015 年度以降、地方法人課税の偏在を是正す

ることにより生じる財源（地方法人税）を活用

して、増額することを検討するとされています。

地方消費税の増収分と法人住民税法人税割の税

源交換の後、地方法人税の税収は地方交付税制

度を通じて、経済政策目的に特化して配分され

ることになります。

このように、地方財政は、①地方分権推進の

ための地方税の充実と税財源の偏在問題、②地

方自治体の財源不足問題と地方交付税、③防

災・減災を旗印にした公共事業の増加などの課

題が生じています。今後、これらの問題につい

て、地方分権や財政上の地方自治といった観点

から地方財政の目指すべき方向性を考えなけれ

ばならないと思います。

（この文章は、2013 年 12 月 114 年度地方財政セミナ

ー」の講演録をもとに作成しました。）
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