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地方財政確立の取り組み

京都自治総研専務理事・自治労京都府本部書記長
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先ほど、只友先生から、2017 年度の地方財

政の動向の説明があり、地方財政全般としては、

昨年度から微増の一般財源総額が確保されたこ

とは、確認したところです。しかし、その確保

方法やインセンティブ改革・トップランナー方

式の導入など、地方財政を取り巻く情勢をみま

すと、従来にも増して、地方財政確立の取り組

みを強力に進めていく必要があります。

地方財政を取り巻く情勢と考え方

（1）政府予算案

一般会計総額は 97 兆 4547 億円（2016 年度

当初比＋ 0.8 ％。以下「同比」）と 5 年連続で

過去最大を更新しました。

税収は、2016 年度は前年より約 3 兆円(2015

年度比＋ 5.6 ％）多く見込んだものの、年度初

めより秋まで続いた円高基調などを背景に、法

人税を中心に税収が伸び悩み、結果として第 3

次補正において 1 兆 7440 億円減額したことも

あり、2017 年度においては 1080 億円増の 57

兆 7120 億円（同比＋ 0.2 ％）にとどめました。

同時に、国債の新規発行額は 34 兆 3698 億円

（同比▲ 0.2 ％）に抑えたものの、公債依存度

は 35.3 ％（同比▲ 0.3 ％）と微減、この間減

少させてきた基礎的財政収支（プライマリー・

バランス）の赤字額は 10 兆 8413 億円と、5 年

ぶりに悪化することとなりました。

（2）地方財政対策

地方交付税を含めた一般財源総額は 62.1 兆

円と 0.4 兆円の増、「一億総活躍社会関連施

策」や「まち・ひと・しごと創生事業」など、

安倍政権の目玉事業は、微増の 1.2 兆円になっ

ています。「骨太方針 2015」において、2015 年

度から 2018 年度の 3 年間の一般財源総額につ

いて、2015 年度と同水準を確保するとした点

は、今年も維持されました。

しかし、高齢化にともなう自然増として、社

会保障費の当初見込み約 6400 億円増を、5000

億円以内（2015 骨太方針では、2016 ～ 2018 年

で 1.5 兆円）に抑えるため、高齢者の医療費負

担の増加など、医療や介護の国民負担を拡大さ

せることで 1400 億円を圧縮し、4997 億円増に

抑制したこと、また、地方税収の伸びがあると

はいえ、地方交付税については、税収の伸びの

鈍化を受けて前年度比 3700 億円を減額し、縮

小させてきた臨時財政対策債が 0.26 兆円増加

し再度拡大したこと、交付税特別会計剰余金や

公庫債金利変動準備金の活用などからすれば、

財源保障の不透明化が進行しており、消費増税

の再延期と経済財政諮問会議等での議論を踏ま

えれば、地方財政に対する歳出削減圧力がさら

に高まることは必至であり、実質的には地方財

政を取り巻く状況は厳しさを増しています。

（3）まち・ひと・しごと創生事業費

「まち・ひと・しごと創生事業費」は、昨年

同様 1兆円が確保されました。地方創生の経費

を地方財政計画に計上したことは一定評価でき

ますが、将来にわたる安定財源とはいえず、経
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常的な財政需要に位置付けるべきだと考えます。

また、財務省が全廃を主張し続けている歳出

特別枠（2015 年度 8450 億円、2016 年度 4450

億円）のうち、2500 億円を削減したうえで、

公共施設等の集約化・複合化・老朽化対策に

1500 億円、保育士・介護人材等の処遇改善に

1000 億円を新たに計上しています。削減分を

振り替えることで、実質的に前年度水準が確保

されたとはいえ、依然として歳出特別枠の扱い

は不安定であり、臨時的な財源から経常的かつ

具体的な経費へと転換することが必要であると

同時に、保育士等の処遇改善はあくまでも一億

総活躍プランの一環であることから、経費計上

の安定性の確保も重要です。

地方創生関連の交付金については、来年度以

降、「取り組みの成果」に応じた算定にシフト

する方針が総務省から示されています。さらに

は、交付税の算定方法に関して、2016 年度よ

りトップランナー方式が導入されています。こ

れらは、交付税算定におけるインセンティブ改

革の方向や交付税による政策誘導を強化するも

のであり、客観・中立であるべき地方交付税算

定に反するものとして、組織内や改革協力国会

議員と連携して、国会審議で追及しなければな

らないと思います。

トップランナー方式の導入

2016 年度の市町村の普通交付税算定におい

て、いわゆる「トップランナー方式」が採用さ

れました。この方式は、普通交付税を算定する

ために用いられる基準財政需要額の、算定基礎

となる単位費用について、民間委託等の合理化

が進んだ自治体の経費水準を反映させるもので

す。資料 1（13 ページ）は、市町村の、2016 年

度「トップランナー方式」による見直しの内容

です。

この「トップランナー方式」は、2015 年 5

月 12 日の経済財政諮問会議において、政府は

もとより、国民、企業、自治体等が自らムダを

なくし、公共サービスの質の向上に取り組む意

欲を喚起する「インセンティブ改革」が必要と

して、結果の平等を常に保障する仕組みから、

頑張る者を支える仕組みへのシフトすることが、

有識者議員から提案されています。

これらを踏まえて、2015 年 6 月 30 日に閣議

決定された「骨太方針 2015」では、「自治体に

ついては、自治体間での行政コスト比較を通じ

て行政効率を見える化し、自治体の行財政改革

を促すとともに、例えば歳出効率化に向けた取

組で他団体のモデルとなるようなものにより、

先進的な自治体が達成した経費水準の内容を、

計画期間内に地方交付税の単位費用の積算に反

映し（トップランナー方式）、自治体全体の取

組を加速する」とされ、制度化へ向けた方針が

確定しました。

制度設計については、2015 年 8 月 28 日に総

務大臣が出した「地方行政サービス改革の推進

に関する留意事項について」において、「民間

委託等の積極的な活用等による更なる業務改革

の推進が必要」とし、民間委託等の検討が必要

とされる業務分野を示し、このうち交付税算定

の対象に 23 業務が選定されました。

しかし、交付税は、各自治体の「通常」の行

政サービスを行うために必要な財源を、一定の

計算を通じて保障するものであり、自治体が自

由に使える財源です。交付税の算定内容で自治

体の施策を誘導するものではありません。「ト

ップランナー方式」は、このような交付税の財

源保障の機能を否定したもので、自治体の財源

は今後、ますます縮小に向けて進むのではない

でしょうか。

（4）その他

その他、地方財政にとって、以下の点が、不

安定材料になっています。

① 配偶者控除の見直しによる個人住民税の減

額は、20019 年度からで全額国費で補てん

されることになっていますが、具体的な補
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てん策は未定。

② ゴルフ利用税は、廃止論もありますが、「今

後長期的に検討」として、初めて検討事項

にあげられました。

③ 国・地方を通じた法人実効税率の引き下げ。

④ 償却資産にかかる固定資産税の特例措置の

延長。

⑤ 地方法人税と法人住民税法人税割の税率調

整と交付税原資化。

自治体予算編成のチェック

自治労では、地方財政の確立のために、政府

予算と自治体予算編成に合わせて、資料 2（14

ページ）のような取り組みを提案しています。

これまで述べてきたような自治体財政を取り

巻く課題を踏まえて、自治体の予算編成にあた

っては、次の点をチェックする必要があります。

自治体予算編成のチェックポイント

（1）当該自治体の一般財源総額（地方税等＋

地方交付税）の増減率と地方財政計画率に

著しい乖離がないか。

（2）当該自治体の社会保障関係費(民生費､衛

生費等)において､高齢化やサービス拡充に

よる経費の上昇が適切に計上されているか。

（3）当該自治体の人件費と地方財政計画の給

与関係費の伸び率に乖離はないか。

地方自治法第 99 条に基づく
意見書採択の取り組み

地方自治法第 99 条では、議会の意見書提出

権について「地方公共団体の公益に関する事件

につき意見書を国会又は関係行政庁に提出する

ことができる」旨を定めています。これは、

「自治体の事務に属するものに限らず、自治体

の公益に関係するすべての事項に及び得る」と

され、意見書を受けた国や関係省庁には受理の

義務があると解されています。

意見書採択を行う目的は、各地の地方議会か

ら、地方財政と社会保障の重要性を直接、国に

訴え、地域の公共サービス水準を守るために行

うものであり、一つでも多くの地方議会で採択

を進めることを通じ、地方財政の確立をめざし

ています。

この「意見書」は、2016 年 6 月時点で、145

議会／ 169 議会、2016 年 9 月時点では、80 議

会／ 105 議会で採択されました。

参考として、2016 年度の意見書モデル案を

記載しました。

参考：2016 年度の意見書モデル案

地方財政の充実・強化を求める意見書

地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域

交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定・

実行など、新たな政策課題に直面しています。

一方、地方公務員をはじめ、人材が減少する中で、新たなニーズの対応が困難となってお

り、公共サービスを担う人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす

必要があります。

こうした状況にもかかわらず、社会保障と地方財政を二大ターゲットとした歳出削減にむ

けた議論が加速しています。とくに、今年度から開始された「トップランナー方式」の導入

は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであり、地方財政全体の安易な縮

小が危惧されるものとなっています。「インセンティブ改革」とあわせて、地方交付税制度を
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利用した国の政策誘導であり、客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかね

ないものです。

本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の役割です。

しかし、財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒

であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。

このため、2017 年度の政府予算、地方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲にする財

政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の

充実、地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事項の実現を求め

ます。

記

1. 社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治

体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。

2. 子ども・子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者

自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの

対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。

3. 地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規

模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算

定するものであり、廃止すること（これ以上、拡大しないこと）。

4. 復興交付金、震災復興特別交付税などの復興にかかる財源措置については、復興集中期

間終了後の 2016 年度以降も継続すること。また、2015 年度の国勢調査を踏まえた人口急

減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を

引き続き検討すること。

5. 地域間の財源偏在性の是正のため、地方偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税か

ら地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。

同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証

した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはか

ること。

6. 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」「重点課題対応分」および「まち・ひと・

しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、

現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒

久的財源へと転換をはかるため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要

な経費に振り替えること。

7. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終

了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策

を講じること。

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。

2016 年 月 日

都道府県議会 または 市町村議会
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資料 1：2016 年度「トップランナー方式」による見直しの内容（市町村分）

（経済財政諮問会議地方行財政 WGG 提出資料 2016.2.12）
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資料 2：自治労の「2018 年度地方財政確立の取り組み」
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