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2015 年度地方財政の動向

只友景士（龍谷大学政策学部教授）

地方財政セミナーでお話しするのは、今年で

3 年目となりました。今年のポイントは、「地

方創生」です。

2014 年 11 月、沖縄県知事選挙で、現職の仲

井真氏が落選し、オール沖縄が推す翁長氏が、

知事に当選しました。沖縄県民が、辺野古への

基地移設を明確に拒否する意思を示した結果で

あり、ある意味で「地方の反乱」だったと思い

ます。ところが、それまで仲井真氏とはすぐに

会っていた安倍首相は、翁長氏とは会わない。

さらに、「沖縄振興予算は、これから変えてい

く」と。これまで、沖縄振興予算を決めるにあ

たって、県知事と直接、話をしていたのが、知

事抜きで決めると。大変、乱暴なやり方がされ

ています。そういう沖縄に対して、連帯の気持

ちを表すため、今日は沖縄の八重山ミンサーの

ネクタイをしてきました。

国の予算の動き

3 年連続、 100 兆円規模の 15 カ月予算

2015 年度地方財政は、ほぼ政府の計画どお

りになります。国会で審議しても変わらない。

「民主主義」と言えるかどうかという状況です。

国の予算は、3 年連続で、100 兆円規模の 15

カ月予算が組まれています。2013 年度予算は、

補正と当初予算をあわせて 103 兆円、14 年度

は 101 兆円。今年は、補正予算は小振りの 3.1

兆円ですが、当初予算は 96 兆 3000 億円で、史

上最大の予算が組まれています。これらの予算

を評価すると、2013 年度は「取り繕い予算」

と言われています。2014 年度は、消費税増税

を目前に控えて「切れ目のない公共事業の執行

などによって、消費税増税アップに備える」と

しておりましたが、懸念されていたとおり、消

費の落ち込みが起きました。

地方交付税は、昨年度補正予算で 1 兆 1346

億円が組まれましたが、じつは、これは翌年度

への繰り越す財源でした。今年も同様に、補正

予算で 9000 億円を繰り越すことになっていま

す。2 年連続で、前年度の補正予算と次年度の

交付税予算を確保しておくというやり方がされ

ています。これでいいのかどうか、非常に疑問

です。

国の 2015 年度予算の特徴としては、防衛予

算の増加も挙げられますが、地方財政との関係

では、総額 1兆円の「地方創生」が一つの目玉

になっています。

2014 年度補正予算と景気対策

3 年連続の経済対策の補正予算

2014 年度補正予算は、小振りですが景気浮

揚を狙う予算です。2014 年度補正予算の経済

対策は、3 兆 5289 億円（予算規模は 3 兆 1180

億円）。2014 年度当初予算からの歳出削減・国

債発行の削減により、調整されて、対策規模と

予算規模にズレがあります。

目玉の、「地域住民生活等緊急支援のための

交付金」は、「地域消費喚起・生活支援型」に

2500 億円。「地方創生先行型」に 1700 億円、
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「地域住民等緊急支援のための交付金」と合わ

せると、4200 億円が措置されています。

その他、「事業者への支援」が、2471 億円。

「エネルギーコスト対策」は、3601 億円。「災

害復旧・復興加速などの災害・危機等への対

応」は、1兆 7422 億円となっています。

2015 年度予算のキャッチフレーズは、「地方

と生活を支える」ですが、果たしてその効果が

あるのか。「地域消費喚起、生活喚起型」では、

プレミアム商品券の発行などが例示されていま

す。しかし、過去の「地域振興券」は「消費喚

起には繋がらなかった」と言われています。1

万円もらっても、現金 1万円で買う予定だった

ものを商品券で買うだけであり、商品券発行分

が、新規の需要に結びつきません。2 兆円投入

して、経済効果は 6000 億円くらいだという推

計もあるようです。消費の置き換え効果しか起

きません。

内閣府試算の「日本経済（2014 ～ 2015）」に

よると、消費税が 5％から 8％に増税されたこ

とで、2014 年度上半期（4月～ 9月）は 1兆円

の消費抑制効果があったしています。これは、

GDP の 0.2 ％程度です。増税直前の駆け込み需

要は、2.5 兆円～ 3.3 兆円規模でした。景気判

断は、2014 年度に入って、相次いで下方修正

されました。『週刊東洋経済』（2014 年 11 月 22

日）では、「地方ほどアベノミクスの矛盾が現

れやすい」とし、「金融政策による円安誘導は、

株高を起こして、都市部の富裕層の利益になる。

金融緩和は円安を生み、輸出増よりも輸入物価

の上昇が先行している」としています。

ちなみに、円安傾向による輸入品の価格高も

ありますが、その一方で原油価格も安くなって

います。この原油安を生んでいるのが、アメリ

カのシェール革命です。あるレポートによると、

製造業が、中国から米国内へ戻ってきているそ

うです。燃料価格が低下したため、人件費のコ

ストが高くても、中国で生産するより安価に生

産できる。さらに、原油価格が安価になったこ

とで、アメリカでは原子力発電がペイしないと、

廃炉に追い込まれつつあります。

3 年間の景気対策は何だったのか

この 3年間の景気対策は、公共事業が中心で

した。たしかに、震災復興で公共事業の需要が

旺盛だった時期でもあります。しかし、法政大

学の小峰隆夫教授は、「経済学的素養なき経済

対策」（『週間東洋経済』2015 年 1 月 24 日）で、

「ほぼ毎年のように何らかの経済対策、成長戦

略が打ち出され続けている。毎年対策や戦略が

必要になるということは、過去の対策・戦略の

効果が乏しかったことを証明しているようなも

のだ」「日本の経済政策の立案・実施のプロセ

スにおいて経済学的素養が働いていないからで

はないか」と、厳しい論評をしています。「こ

れをやった、あれをやったと規模を誇るが、そ

の評価についての実証的なデータがない。プレ

ミアム付商品券についても、過去の地域振興券

の検証データがあるにもかかわらず、それを十

分に活用した形跡がみえない。政策の検証が今

までされていない」と。その通りです。「成長

戦略」そのものを見直す必要があるのです。

2015 年度地方財政計画の概要と

地方自治体への影響

2015 年度地方財政計画のポイント

総務省自治財政局の「2015 年度地方財政計

画のポイント」と「2015 年度地方財政計画の

概要」によると、通常収支は、「地方が地方創

生に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うこ

とができるよう、2015 年度においては、地方

交付税の一般財源について、地方創生のための

財源等を上乗せして、2014 年度の水準を相当

程度上回る額を確保」したとしています。実際

は前年度比 1100 億円減っていますが、「一般財

源の総額については 2014 年度水準を 1 兆 1908

億円上回る水準で確保」「臨時財形対策債を除

く一般財源比率は 66.9 ％で、2014 年度の 65.7
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％より 1.2 ％上昇」しているとしています。

上昇要因の一つに、地方税の増収があります。

法人税も所得税も伸びているので、地方税収が

2 兆 4792 億円伸びると推計されています。そ

のため、臨時財政対策債は 5 兆 6000 億円と、

前年より 1兆円減額されています。臨時財政対

策債は、地方交付税とセットで運用されており、

問題がある財源です。

一般財源比率が 1.2 ％上昇したことは評価で

きることですが、この上昇分は、「まち・ひ

と・しごと創生事業費」の財源が大きく貢献し

ています。

「地方交付税の法定率を改定した」と総務省

は自慢します。「2015 年度地方財政対策の概

要」では、「交付税原資の安定性の向上・充実

を図るため地方交付税の法定率を見直した上で、

総額を適正に確保」としています。法定率は、

法人税を 0.9 ％下げ、所得税は 1.1 ％上げまし

た。タバコ税は廃止。酒税は 18 ％上げました。

これによって、法定税率分 900 億円増額となり

ました。

2014 年度の地方交付税は、16 兆 9000 億円。

臨時財政対策債の 5.6 兆円を加えて 22 兆 5000

億円が、地方の財源不足額です。地方交付税法

には、「地方の財源不足が続いたときには、法

定率を変更して、財源不足が生じないようにし

なさい」と書かれていますが、なされていませ

ん。900 億円は地方の財源不足からすると「焼

け石に水」です。国税 5 税分が 11.9 兆円しか

なくて、残りの同額くらいを、一般会計からの

繰入など、いろいろな形で手当しています。臨

時的な財政措置だけで、構造的な改革は行われ

ていないのが実態です。

臨時財政対策債は、地方交付税と同じように、

地方自治体が自由に使って良い一般財源に充当

される「借金」です。今年の財源不足分を借金

して払うものです。国は、「後年度、借金の元

本と利息を払う時には、地方交付税で面倒みま

すから」と言っています。これを授業で学生に、

国と地方を親子関係に例え、毎月、仕送りをす

る時、「仕送りしてやりたいが、仕送りは 11 万

円までだ。悪いけど、あと 5 万 6000 円分、ロ

ーンを借りておいてくれ。借金を返す時には、

元本と利息は払ってやるから」と説明します。

こうした状況であることは注意が必要です。

まち・ひと・しごと創生事業費の創設

「2015 年度地方財政対策の概要」にあげら

れた「まち・ひと・しごと創生事業費（仮

称）」は、今年の目玉です。「地方公共団体が自

主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り

組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可

能にする観点から、地方財政計画の歳出に『ま

ち・ひと・しごと創生事業費（仮称）』（1.0 兆

円を計上」「新規分の財源は、地方の努力によ

り捻出し、財政健全化と地方創生の両立に配

慮」すると書かれています。

「まち・ひと・しごと創生事業費」の財源構

成は、既存の歳出の振替が 0.5 兆円。内訳は、

地域の元気創出事業費、0.35 兆円。地域経済

基盤強化・雇用等対策費一部、0.15 兆円。新

規の財源確保は 0.5 兆円。内訳は、法人住民税

法人税割の交付税原資化にともなう偏在是正効

果で、0.1 兆円、地方公共団体金融機構の公庫

債権金利変動準備金の活用で、0.3 兆円、過去

の投資抑制による公債費減にともない生じる一

般財源の活用で、0.1 兆円。総務省の自治財政

局は、公共投資を抑制したことによって、1000

億円程度、余裕が出てきただろうと計算して、

これを使おうということです。

総務省は、「今後、偏在是正をさらに進める

こと等により恒久財源を確保する方針」だとし

ています。それは、法人住民税法人割の地方交

付税原資化をさしています。

地方交付税は、基本的には実需に基づいて計

算されます。標準的な行政運営には、どれくら

いの経費がかかるかを積算し、それに対して自

治体の税収はどれくらいあるかを計算して、そ
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の差額の財源不足分を交付税として配分してい

ます。地方交付税には、財源保障機能と財政調

整機能の 2つの機能があります。財政調整機能

というのは、自治体間の財政力格差があるため、

それを調整するものです。財源保障機能は、マ

クロ的側面と、ミクロ的側面があります。マク

ロ的側面としては、地方交付税の総額が国税 5

税の一定割合と法定されていることにより、地

方財源は総額として保障されていること。ミク

ロ的側面としては、すべての地方自治体に対し、

基準財政需要額と基準財政収入額を計算し、標

準的な行政サービスを実施するのに必要な財源

を保障していることです。このように、地方交

付税は、自治体間の財政調整と財源保障をする

のが目的です。

昨年の「セミナー」で、「地方法人税の交付

税原資化」について取り上げました。これが、

今年、総務省が言う「法人住民税法人税割の地

方交付税原資化」です。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

相当する地方法人税を創出した。この地方法人

税は、全額を交付税特別会計に繰り入れて、地

方交付税の原資にします。これは、昨年から始

まっています。税収が集中している東京都など

から、全国の自治体に分配するために、地方法

人税を創設しました。実際に偏在是正効果が生

じるのは、2015 年度からです。

では、2015 年度予算はどうなったのか。「ま

ち・ひと・しごと創生事業費」の原資になりま

した。これを、地方にとって良いと考えるのか。

いや、本来、これは偏在是正調整のために使う

べきものだから、そういった歳出特別枠的なも

のに使うべきではないと考えるのかが、一つの

論点です。地方財政の研究者である私としては、

本来の目的である偏在是正調整のために使うべ

きだと考えます。地域間の税収格差を是正する

ための地方法人税であったものが、政権の裁量

的な経費である「地方創生」の主要財源となっ

ている。格差是正より経済成長が優先された結

果です。

今後の地方財政の
めざすべき方向性を考える

まち・ひと・しごと創生総合戦略と長期ビジョン

地方創生のめざすべき水準として、合計特殊

出生率「1.84」が、新聞紙上を賑わせています。

合計特殊出生率は、20 の道府県で目標値を設

定しています。沖縄県は 2.3 人。京都府は、5

年後に出生数 2000 人増を目標にしています。

政府の「総合戦略」の長期ビジョンでは、

「東京一極集中」を是正するため、5 年間で、

東京から地方に 3万人転出させ、地方から東京

への転入を 7万人減らすことをめざしています。

しかし、2014 年度は、東京圏に 10 万 9408 人

の転入がありました。そのうち東京都へは 7万

3287 人の転入です。東京都への転入を止め、

地方への人の流れをつくるとしています。

教育ローンの免除

東京一極集中の流れを是正するための政策手

段として、地方に就職すると教育ローンを免除

するというアイデアがあります。これは、一種

の「経済的徴兵制」です。「集団的自衛権」に

ついて、学生に、「本当に戦争する国になった

ら、自衛隊員が集まらないかもしれない。そう

なったら、自衛隊員になれば教育ローンを免除

するといった経済的徴兵制が取り入れられ、教

室の中の何人かは、自衛隊に 3年行っていまし

たという日が来るかもしれない」と話します。

これと同じことです。大学に行きたい。そのた

めに学生支援機構から借金をした。借金を返す

には地方で働くと給与は低いけど、ローンが免

除になる。経済的なメリットを設定して、イン

センティブを与える政策です。

「お父ちゃんは、なんでこの町に住むように

なったん？」と子どもに聞かれて、「お父ちゃ

んはな、大学の教育ローンが 800 万円あったの

を、この町で働くと免除されることになったか
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らや」と話す社会をつくるのか。「お父ちゃん

は、この町で商売をしたら儲かることがわかっ

たんや。お父ちゃんは勉強したことで、この田

舎に何が足らないかがわかって、それをやった

んや。そしたらまちのみんなにも喜ばれ、商売

が繁盛してな。お前を大学まで行かせられたん

や」と話す社会を作るのか。この 2つの決定的

な違いは、「経済的ンセンティブで人生を選択

させる」のか、「人が自らの能力を開発して自

ら選択して生きるのか」の違いです。今の政権

は、プリミティブな経済的センスしかもってい

ません。大切なのは、人の能力を開発する政策

です。「まち・ひと・しごと創生事業費」は、

人が地方で事業を起こしたり、仕事を興す人材

を育成したりすることに、力を入れるべきでは

ないでしょうか。

この 3年間、安倍政権がやってきた経済対策

の中心は、公共事業の復活でした。民主党政権

は「コンクリートから人へ」をめざしました。

これは、時代を超えて大事なビジョンです。こ

れからは、公共事業よりも、真に「人」に投資

をする政策を立てることに、力を尽くすべきだ

と思います。

法人税の優遇措置

地方創生に関連した税制改正に、「東京都か

ら地方に本社を移転した企業に、法人税の優遇

措置をする」というものがあります。これもイ

ンセンティブ手法です。実は、企業が立地を決

める際に税の優遇措置を重視している企業は多

くありません。シャープの堺工場や亀山工場の

例をあげて、補助金を付けたら企業は反応する

と言いますが、反応した会社が、今、どうなっ

たか。結果は明らかですね。企業が立地を考え

るのは、本社と市場との近接性や、本社と研究

機関との距離が重要だと言われています。税制

優遇措置は、3 番手 4 番手の理由です。それに

もかかわらず、インセンティブに止まる相変わ

らずの政策でして、能力開発につながっていま

せん。

脱成長主義の地方創生を考える

佐伯啓思「アベノミクスに隠された争点」

衆議院選挙告示前日の 12 月 1 日付『朝日新

聞』に、京都大学の佐伯啓思先生の「アベノミ

クスに隠された争点」と題した文章が掲載され

ました。「日本のおかれた経済上の困難は、人

口減少、高齢化によって市場の拡大が望めず、

しかも社会構造が大きく変化するという現下の

状況への対応と、グローバル市場で生じている

世界的な規模の激しい競争に向けた戦略が両立

できないという点にこそある」。これに対する

対抗策として、「ひとつは、いっそうの規制改

革を推進し、戦略的産業を打ち出し、過激化す

るグローバル競争のなかであくまで経済成長を

追求するという方向である。もうひとつは、あ

えてグローバル競争と成長主義から距離をおき、

安定した地域や社会や国土を確保してゆく、と

いう方向である」「いささか荒っぽく言えば、

グローバル化 対 反グローバル化、成長追求主

義 対 脱成長主義、市場中心主義 対 脱市場主

義、効率第一 対 安定性といった価値の選択な

のである」としています。

神野直彦『地域再生の経済学』

もう一つ、神野直彦先生の『地域再生の経済

学』（2002 年、中公新書）を紹介します。神野

先生は、現在、地方財政審議会会長をされてい

ます。神野先生はこの本の中で、1990 年代以

降、企業は相次いで工場を日本からアジアに移

転しました。日本の工場がなくなったことによ

り、商店街も空洞化し、財政破綻の危機に瀕す

るなど、地域社会は激しく動揺している。工業

社会が終わって新しい時代になれば、産業はそ

れに対応したものにならざるをえません。新し

い「知識社会」の時代へ対応するためには、

「人に対する投資」が重要であり、「知識」に

よってしか、よりクオリティの高い社会をつく
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れません。知恵と工夫によって、様々な地域の

課題を解決していくというビジョンを示されて

います。そのためには地方自治体が自ら意思決

定する仕組みと、それを支える地方財政制度を

つくるべきであるとも指摘しています。

成長主義という価値観からの転換

「地方創生」は、地方自治体にボールが投げ

られています。地方自治体は、「地方創生」の

ために何をやっていくかが問われています。

地方財政計画では、「普通交付税において、

各地方公共団体がまち・ひと・しごと創生に取

り組むための財政需要を、既存の『地域の元気

創造事業費』及び新たに創設する『人口減少等

特別対策事業費』により算定」する。「この算

定にあたっては、人口を基本とした上で、ま

ち・ひと・しごと創生の『取組の必要度』と

『取組の成果』を反映」させるとしています。

「取組の必要度」の指標は人口の増減で、転入

者の人口比率や、現状の指標が低い団体に割増

をする。「取組の成果」は、指標を改善させた

団体に割増をする。これによって、自治体を競

わせ、頑張らせようとしています。これでは、

一見、地方にボールを投げているようで、国が

地方に介入することになります。

自治体は、脱成長主義、価値観の転換をはか

って、これから 10 年間走るのか、甘いアメが

もらえるもしれないと思って、また成長主義に

走るのか、転機にきていると思います。これか

らの数年が地方自治にとっても勝負かもしれま

せん。これから、どういうビジョンで未来を切

り開くのか真剣に考える必要があると思います。

格差是正という難問への挑戦

最近、フランスの経済学者トマ・ピケティが

書いた『21 世紀の資本』が注目されています。

批判もされていますが、批判の声の大きさは、

彼の言葉の破壊力の強さでもあります。ピケテ

ィは、NHK の「パリ白熱教室」で、「近年、先

進国において給与所得の格差が大きい。給与所

得の格差を生むのは、教育の格差だ」と話して

いました。格差是正のためには「人への投資が

重要」ということを示唆しています。

私たちの社会において、格差は大きな問題で

す。「格差是正」という難問への挑戦をやらね

ばなりません。「正義」とは「公正」とは何か

を真剣に議論できる社会にしていかなければな

りません。

市民的経済・熟議民主主義の未来へ

最後に、地域活性化の方法として、「市民的

経済」についてお話ししたいと思います。

私たちは、昔は、うどん玉を近所の商店から

買っていました。ところが、商店が減って、コ

ンビニに変わっていった。コンビニに並んでい

るうどん玉は、全国物流に乗ったうどん玉です。

近所の商店のうどん玉は、近所のうどん屋がつ

くっていた。そういうふうに、私たちの地域に

おける経済循環の構造が変わっていきました。

その循環を見直し、少し変えるだけでも、世の

中は代わるのではないかというのが、「スモー

ルマート革命」です。地域の消費構造や、生産

のあり方を変えていけば、地域経済が活性化す

る。こうした考えが、『スモールマート革命－

持続可能な地域経済活性化への挑戦』（マイケ

ル・シューマン著、2013 年 明石書店）とし

て出版されています。

さらに、市民的経済を支える「熟議民主主

義」が必要です。「熟議」とは、「熟慮し議論す

る」こと。自分の意見を言うだけではなく、他

者の異なる意見にも耳を傾け、話し合いの中で

自分の誤りに気づいたら、自分の意見も修正す

る。話し合いから良いアイデアを生み出したり、

共通善を見つけたりすることです。そうした市

民による「熟議民主主義」が脱成長主義に価値

観を転換していくにあたって重要となります。

（この原稿は、2015 年 2 月 13 日に開催した｢ 2015 年

度地方財政セミナー｣の講演録を編集したものです。）
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