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2017 年度地方財政の動向

龍谷大学政策学部教授

只友景士

今日は、「地方財政セミナー」にお招きいた

だき有り難うございます。私がこのセミナーで

お話しするのは、2013 年、安倍政権ができた

直後からです。当時、黒田東彦日銀総裁の「異

次元の金融緩和」で景気が回復するという期待

感が生まれ、株価が上がっていました。

その時のセミナーで、当時の羽室 武理事長

が挨拶のなかで、「異次元緩和でどうなること

やら」と言っておられたのを覚えています。私

は、「異次元緩和はうまくいきませんよ。景気

が加熱している時に金融政策によって加熱を抑

え込むことはできるが、金融政策によって景気

を回復させることは難しい」という、お話をし

ました。

安倍政権は、財政支出も積極的にやっていま

す。当初予算は、5 年連続で史上最大です。で

あるにもかかわらず、なぜ景気が回復しないの

か。その理由を、みなさんと一緒に考えていき

たいと思います。

国の予算の動き

2017 年度政府予算は、97 兆 4547 億円です。

昨年度まで、前年度の補正予算とあわせた 15

カ月予算で、100 兆円規模でした。今年度は、

単年度予算としては過去最大です。

費目には、「一億総活躍」や「保育士の給与

引上げ」などの目玉があります。保育士の給与

はどのくらい上げるのかと思ったら、6000 円

とか。保育士、介護職場の現状を考えれば、そ

の程度では人手不足を解消できない額ですが、

さすがに安倍政権も、このままでは介護や保育

の現場が崩壊することを認めざるをえなくなっ

ています。

余談ですが、史上最大の当初予算にかかわら

ず、バッサリ減額された予算があります。沖縄

復興一括交付金です。この交付金は、200 億円

ほど減額されています。普天間飛行場の名護市

辺野古沖移設に反対する翁長県政ができて、国

に抵抗しているからではないか言われています。

表向きは、繰り越しが多いからとか、執行残が

多いからとしています。しかし、「国の言うこ

とを聞かないならば予算を削るぞ」と、国策に

抵抗する県政に対して、見せしめの如く予算を

削減するということがなされています。今日、

ささやかながら、私は、沖縄への連帯の意思を

こめて、沖縄のネクタイを締めてきました。

国の財政の見通し

国の債務残高と基本スタンス

2016 年 12 月末段階で、国の債務残高は 1066

兆 4234 億円あります。史上最高を記録しまし

た。この巨額の債務を抱えて、安倍政権は「経

済再生なくして財政再建なし」というのが、基

本的スタンスです。耳障りがいいように「経済

成長と財政再建の両立をめざす」と言っていま

す。両立しないかもしれないのに「両立する」

と。部活と勉強を両立させるといった場合、大

抵、勉強が犠牲になります。
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経済再生戦略

安倍政権の経済再生戦略には、日銀による大

規模な「金融緩和」と、「財政支出」の 2 つが

あります。しかし、大規模な金融緩和を行って

もデフレは脱却できず、低成長のままです。た

しかに税収は伸びました。円安による輸出産業

の好況や、金融緩和による株高で、税収の伸び

をもたらした。ところが、イギリスのＥＵ離脱

問題によって円高になると、途端に、輸出産業

は不調になり、2016 年度は、3次補正で円高に

よる税収減に対応しなければならなかった。

歴史上、景気回復のためにインフレターゲッ

トを定めた国はありません。インフレターゲッ

トは、インフレが進んでいる局面で、インフレ

を抑制するためのターゲットです。デフレが進

んでいる時にインフレターゲットを定め、金融

緩和によるインフレを起こすのは現実的ではな

いと、ケインズ派の経済学者は考えます。それ

を逆にあたかもできると考えるのが、新古典派

の経済学者です。しかし、実際には起きません。

実際の経済は、企業家が将来を見据えて投資を

行います。企業家の精神的部分がかなり大きい。

それをケインズは「アニマル・スピリット」と

し、「危険を省みず、チャレンジする精神をも

てるような状況にならないとだめである」と言

っています。安倍政権は、「アニマル・スピリ

ット」を生み出す政策がないということです。

プライマリーバランス(基礎的財政収支)の見通し

プライマリーバランスとは、政策経費を税収

でどれくらいまかなえているかという指標です。

これが黒字であるためには、収入は、国債では

なく、税収等でなければなりません。しかし今

は、政策経費を税収等でまかなえていない状態

です。不足する分は、赤字国債でまかなってい

る。財政法では、原則、赤字国債を禁止してい

ます。であるにもかかわらず、毎年、特例法に

よって赤字国債を発行しています。そういう状

態がずっと続いている。

安倍政権は、2020 年に黒字化する目標を立

てましたが、2020 年財政状況の推計は、2013

年試算では 12.4 兆円の赤字。2016 年 7 月試算

では 5.5 兆円、ベースラインでは 9.2 兆円の赤

字です。この 5.5 兆円の試算は、名目成長率 3

％、実質成長率 2 ％以上を想定して計算したも

のです。ところが、最近の 20 年間で名目 3 ％

の成長率を実現したことはなく、2013 年～ 15

年の実質成長率は平均 0.6 ％台です。ベースラ

インとは、推計にあたっての想定を経済が低成

長であった場合の数値で、赤字幅はもっと増え

て 9.2 兆円です。

その後、円高により輸出産業が不調になった

ことで、2017 年 1 月の試算では、赤字が 8.3

兆円、ベースラインでは 11.3 兆円の赤字にな

ると試算されています。これではどう見ても、

2020 年にプライマリーバランスが黒字になる

とは言い難い水準です。

財政再建は可能か

そこで、財政再建をするにはどうしたらいい

か。マスコミに出てくる銀行のエコノミストな

どは、必ず「財政再建のためには思い切った増

税が必要だ。思い切った歳出削減が必要だ」と

言います。

財政再建のためには、基本的に、「増税」と、

安倍政権のように「経済成長による税収増」、

「歳出削減」の 3 つが、主要な手段になります。

このうち「増税」は、国民に人気がなく、選挙

の公約にすると負けてしまう手段です。また、

政権をとろうと思ったら「歳出削減」は言えな

い。選挙で 50 議席くらいとれたらいいと思う

政党なら、「歳出削減」を言えます。しかし、

政権をとるつもりなら、「歳出削減」を掲げる

と、多分、負けるでしょう。

財政制度等審議会の試算では、例えば国立大

学の経費を授業料だけでまかなおうとすると、

現在のおよそ 54 万円の授業料を 100 万円近い

水準にしないといけない。そうなったら、国民
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は国立大学を選ぶかどうかです。本気で「歳出

削減」をしたら、相当な国民負担になります。

だから、政権をとろうとする政党は、表立って

「歳出削減」を言いにくい。民進党の「事業仕

分け」は、注目を集めましたが、それ以前にも、

地方では「事業仕分け」が進んでいました。民

進党が始めたわけではなく「構想日本」が仕掛

け、民主党はその流れに乗った。蓮舫さんの、

スーパーコンピュータの一件で「2 番ではだめ

なんですか」が、大きな話題になりました。当

時、私は国立大学の教員でしたが、あれは痛か

ったですね。アカデミックに対する理解がまっ

たくないと思われても仕方がない発言でした。

政党で「歳出削減」を公約に掲げているのは、

共産党の「防衛費削減」くらいです。どの政党

も、「歳出削減」は「適正に見直す」としかい

わない。政権をとろうと思ったら、「経済成長

による税収増」というしかない。「増税」をい

うことはできないのが、大きな問題です。

現実の日本は、高齢化による社会保障費の増

大圧力が強く、とうてい「歳出削減」は難しい

状況です。そうだとすると、これまでの「成長

戦略」は間違っていなかったのかを問うべきで

す。ところが、近年の政策は、手を変え、品を

変えて、同じようなことを繰り返しています。

真剣に反省したとは思えない政策が、次々に出

てくる。「財政再建」という言葉は、政治のマ

ジックワードです。

社会保障政策は、これまでのように財政事情

の従属変数と考えていいのでしょうか。最低生

活費の維持は財政の従属変数かという問題です。

世耕弘成経済産業大臣は、生活保護費の見直し

について「見直しに反対する人の根底にある考

え方は、フルスペックの人権をすべて認めてほ

しいというものだ。つまり生活保護を受給して

いても、パチンコをやったり、お酒を頻繁に飲

みにいったりすることは個人の自由だという。

しかし税金で全額、生活を見てもらっている以

上、憲法上の権利は保障したうえで、一定の権

利の制限があって仕方がないと考える。この根

底にある考え方の違いが大きい」（『週間東洋経

済』2012 年 6 月 29 日）と書いています。たし

かに、パチンコやお酒を飲みに頻繁に行くのは、

褒められたことではないかもしれない。しかし、

生活保護費の使い道は基本的に自由です。生活

保護費は「人が自由である状況を保障する」の

が目的です。税金から支給されているため、そ

れなりの倫理観は求められるかもしれませんが、

使い道をもってバッシングするのは間違いです。

つまり、バッシングの背景には「フルスペック

の人権は認める必要はない」という考え方があ

ります。

ありとあらゆる福祉政策を削減する時には、

「財政事情」が理由になっています。裁判の判

決文には「財政事情等」という文言が入れられ

るのが定説化しています。同僚の憲法学者も、

同様の話をしていました。ところが、生活保護

費についての最初の訴訟である「朝日訴訟」は、

最終的に高等裁判所で負けますが、一審の地方

裁判所では「人権を認めるためには財政もしっ

かりしないといけない」としました。これは極

めて注目に値する判決だったと思います。人権

を保障するために、財政もしっかりしなければ

ならない。人権保障のための財源を国民は確保

しなければならないという内容です。

生活保護等の社会保障は、水準を維持するた

めの負担を、社会は準備できているだろうか。

社会が準備できてないのでカットするというの

が、現状ではないかと思います。

2017 年地方財政計画の概要と
地方財政への影響

2017 年度地方財政計画のポイント

2017 年度地方財政計画における通常収支は、

① 地方財政計画の規模

86 兆 6198 億円（前年度比＋ 8605 億円 ＋ 1 ％）

② 地方一般歳出
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70 兆 6333 億円（同＋ 7196 億円 ＋ 1.0 ％）

③ 一般財源総額

62 兆 803 億円（同＋ 4011 億円 ＋ 0.7 ％）

④ 地方交付税の総額

16 兆 3298 億円（同▲ 3705 億円 ▲ 2.2 ％）

⑤ 地方税及び地方譲与税

41 兆 6027 億円（同＋ 4683 億円 ＋ 1.1 ％）

⑥ 臨時財政対策債

4 兆 452 億円（同＋ 2572 億円 ＋ 6.8 ％）

⑦ 財源不足額

6 兆 9710 億円（同 1 兆 3647 億円 ＋ 24.3 ％）

となっています。

特徴の 1つは、地方税および地方譲与税収入

の増加が見込まれ、その分、地方交付税が抑制

されていることがあります。

また、地方歳出の規模が 8605 億円と、対前

年度比で 1％増加していますが、それは一般行

政経費（補助事業）7659 億円の増加が大きく

寄与しています。この増加分を、一般財源の増

加額 4011 億円と国庫支出金の増加額 3202 億円

の合計 7213 億円と比較すると、一般行政経費

は 400 億円くらい低くなります。一般財源が増

加しても、その大半が補助事業に消えている。

つまり、一般財源が増加したにもかかわらず、

地方自治の裁量分の増加にはなっていないとい

うことです。さらに、総務省は、総額として 4

000 億円増の一般財源を確保したと誇っていま

すが、その財源は「臨時財政対策債」で、使途

は補助事業費だと推定されます。

財源不足の補填対策

2017 年度の財源不足額は 6 兆 9710 億円。そ

のうち折半対象財源不足は 1兆 3301 億円です。

財源不足とは何か。各地方自治体の財政指標

には、財政需要を人口や面積に応じて合理的に

算定した基準財政需要額と、その自治体が標準

的な状態で徴収しうる税収の 75 ％である基準

財政収入額があります。この基準財政需要額か

ら基準財政収入額とを引いた額が財源不足額で、

すべての自治体の財源不足をたしたものが、地

方全体の財源不足額です。

財源不足の補填は、交付税と臨時財形対策債

でまかなわれています。地方交付税は、国税 5

税の一定割合が充当されます。しかし 2017 年

度の計画では、地方交付税が 16 兆 3298 億円し

かなく、6 兆 9710 億円不足します。残りの不

足分を、交付税の増額（1 兆 3707 億円）や交

付税特別会計借入金償還繰延べ（1000 億円）

などで補填しますが、あとの不足分は財源対策

債と臨時財政対策債という赤字国債の発行でま

かなっている。

地方交付税の機能には、「財源保障機能」と

「財政調整機能」があります。「財源保障機

能」のマクロ的側面は、国税 5税の一定割合を

措置して総枠を保障する機能。ミクロ的側面は、

個々の財源を保障する機能です。「財政調整機

能」とは、自治体には財政力に格差があるので、

その格差を是正する機能です。ところが、財源

不足分は、地方交付税と臨時財政対策債でまか

なわれています。臨時財政対策債は借金です。

それを地方交付税で面倒をみるという構図にな

っているため、地方自治体が一般財源の保障と

してもらう地方交付税のうち、相当な額が借金

になっています。近年、交付税の原資である国

税が、企業業績の回復によって増えていますが、

それでも臨時財政対策債に依存せざるをえない

状況が続いています。

地方創生関連予算

地方創生関連予算はどのようになっているか。

内閣府の地方創生本部がまとめている「2017

年度地方創生関連予算」は、総額 1 兆 7761 億

円です。これには、「地方創生推進交付金」の

1000 億円が含まれています。

地方自治体では、「まち・ひと・しごと創生

事業費」1 兆円が、地方財政計画の歳出部分に

計上されています。これは 2015 年度から 1 兆

円が計上されていて、地方交付税として交付さ
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

繰入額Ａ 3,000 2,000 (e)1,000 

(e)+(f)4,000 

繰入額Ｂ (f)3,000 Ｘ Ｙ

Ｃ 17,600 19,800 22,000

Ｄ 16,384 *11,184 *5,984 *3,984 

3年間で6,000億円

3年間で8,000億円（3,000+Ｘ+Ｙ）

表 1 公庫債権金利変動準備金の地方交付税特別会計への繰り入れの状況

繰入額 A：2015 年度から 2017 年度の 3年間の繰入額

繰入額 B：2017 年度から 2019 年度の 3年間の追加繰入額

C:金利変動準備金残高(2018 年に準備金目標額に到達)

D:公庫債権金利変動準備金残高

*2018 年 3000 億円、2019 年 2000 億円を交付税特会に繰り入れと推計。

れています。では、その財源がどのように措置

されてきたかを、2015 年度からみてみると、

2015 年度

・既存財源の振替（歳出特別枠からの振替）

5000 億円

・新規財源の確保 5000 億円

法人住民税法人税割の地方交付税原資化にと

もなう偏在是正効果 1000 億円

地方公共団体金融機構の公庫債債権金利変動

準備金の活用 3000 億円

過去の投資抑制による公債費減に伴い生じる

一般財源の活用 1000 億円

→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。

2016 年度

・既存財源振替相当部分 5000 億円

・新規財源の確保 5000 億円

法人住民税法人税割の地方交付税原資化に伴

う偏在是正効果 2000 億円

地方公共団体金融機構の公庫債債権金利変動

準備金の活用 2000 億円

2017 年度

・既存財源振替相当部分 5000 億円

・新規財源の確保 5000 億円

地方公共団体金融機構の公庫債債権金利変動

準備金の活用 4000 億円

となっています。

つまり、既存財源振替分と新規財源とからな

っています。この既存財源の 5000 億円は、歳

出特別枠から振り替えられています。歳出特別

枠とは、2008 年度に地方の法人住民税の一部

を国税化して、全額を譲与税として地方に配分

し直す「地方法人特別税・譲与税」が創設され

た際に、これによって不交付団体の水準超経費

の圧縮部分によって捻出された財源を活用して

「地方再生対策費」（4000 億円）が歳出項目と

して計上されたのが始まりです。リーマンショ

ック後に 9000 億円まで増額されました。

新規予算の 5000 億円は、過去 2年と 2017 年

度の 3 年間を合わせたうち 9000 億円は、地方

の公庫債権金利変動準備金の余剰資金が使われ

ています。2017 年度は、ついにこれを 4000 億

円使うということになりました。

なぜそうなっているかを調べました。表 1は、

公庫債権金利変動準備金の地方交付税特別会計

への繰り入状況を示したものです。繰入額Ａは、

2015 ～ 2017 年度の 3 年間で 6000 億円です。

繰入額Ｂは、2017 ～ 2019 年度の 3年間で 8000
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億円に達しています。金利変動準備金が国庫に

使われている。なぜ国庫に使えるのか。「地方

公共団体金融機構」は、それまでの「公営企業

公庫」等を統廃合し、2008 年に新しくできた

公庫です。それまでの業務に合わせて、新しい

業務として「地方公共団体金融機構の金利変動

準備金」を 2兆 2000 億円準備する。「公庫債権

金利準備金」から 1年間に 2200 億円ずつ 10 年

間繰り入れて、2 兆 2000 億円にする。その残

りは国庫に使えるということになりました。そ

れを引いた残りが 3 兆 3000 億円あります。そ

れを取り崩して「ひと・まち・しごと創生事

業」に使っています。地方債等の安定的な運営

のための準備金の余剰金を見つけて、それを

「ひと・まち・しごと創生事業」に使っている。

つまり、「ひと・まち・しごと創生事業」の

財源は、「法人住民税を国税化」した部分と

「地方公共団体金融機構の金利変動準備金」で

す。それを地方交付税の中に入れて配分する。

2016 年度は、交付税 17 兆円のうち 1 兆円が

「まち・ひと・しごと創生事業」として交付さ

れました。

交付は、「地域の元気創造事業費」4000 億円、

「人口減少等特別対策事業費」6000 億円です。

それらを、必要度に応じて出すのではなく、成

果を重視し、やる気のある、頑張ったところに

出す仕組みになっています。やる気のあるもの

には手厚く、やる気のないところは少ない。地

方交付税法は「政府の意図を形成してはいけな

い」としています。にもかかわらず、1 兆円を

成果によって配分している。成果主義で統制す

るようなことをやってよいのかということです。

まとめると、「ひと・まち・しごと創生事

業」の財源は、地方法人住民税です。東京一極

集中が進み、自治体間に法人住民税のアンバラ

ンスができる。そうした地方の格差を是正する

ため地方交付税の財源にすべきであるというこ

とで、国税にしたわけです。それと、地方公共

団体の金融機構にある、金利変動に対応させる

準備金の余剰金の 2 つを使って、「地方創生」

に配分しているのが実態です。その配分の仕方

は、「必要度」ではなく、農産物の出荷額が増

えたらたくさんもらえるといった「成果指標」

です。ブレーキとアクセルを同時に踏むような

やり方でいいのでしょうか。

地方財政のこれから

哲学者で、アメリカのシカゴ大学教授のマー

サ・ヌスバウムは、こんなことを言っています。

「世界のあらゆる場で人々は人間の尊厳にふさ

わしい生き方のために格闘している。国のリー

ダーたちはしばしば国家の経済成長だけに焦点

をあわせるが、他方、そこに住む人びとはもっ

と別のもの、すなわち彼ら自身にとって意味の

ある暮らしを求めて奮闘している」と。

地方自治体は、地域共同体の果たすべき役割

を担ってきました。歴史的にも、そういう存在

です。財政学者は「政府はなぜ存在するのか。

それは共同体の限界を克服するために存在す

る」と考えます。地方自治体は、地域コミュニ

ティの限界を克服していくために、地域コミュ

ニティのなすべき役割を吸収しています。まさ

に、地域に住む人びとが、意味のある暮らしを

求めて奮闘していることを支えるのが、地方自

治体の役割といえるでしょう。

そうであるならは、現在の「地域創生」で用

いられている仕組みはどうでしょうか。「経済

成長」を指標にし、「人口の変化」を指標にし、

「財源不足」を財政カットの言質にしていて、

はたして私たち一人ひとりの住民が、意味のあ

る生き方ができる仕組みをつくることができて

いるでしょうか。

地方財政のこれから考えていくとき、私たち

一人ひとりの国民が、意味のある生き方を希求

できる、そういう公共であるべきだと思います。

今の世の中の仕組みは、あまりにも経済成長に

重きをおきすぎていると思います。
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