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2018 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、「地方財政の動向」についてお話す

るとともに、「地方財政」についての基本的な

見方や考え方についても、お話ししたいと思い

ます。

2018 年度政府予算

国の予算の動き

国の 2018 年度当初予算は 97 兆円ですが、2

月 1 日に成立した 2017 年度補正予算は 2 兆

7073 億円となり、2017 年度補正と 2018 年度当

初を合わせると 100 兆円を超えています。相変

わらず、6 年連続で財政規模の過去最大の記録

を更新していて、世界の新自由主義的な国と比

較しても、公共事業を中心に財政支出で景気を

刺激しようとする、大きな政府といえます。

今年の補正予算で特徴的なのは、補正予算の

なかに防衛費がかなり大きな割合を占めている

ことです。通常、防衛費は当初予算で計上しま

すが、今年は補正予算にかなり多くの額を組み

ました。その根拠にしたのが、北朝鮮の脅威、

ミサイル開発です。

北朝鮮のミサイル発射実験は、たしかに許し

がたい国際社会への挑発行為です。北朝鮮とア

メリカが戦争をしたら、日本は巻き込まれるで

しょう。その時、日本に住んでいる朝鮮国籍の

人たちは迫害を受けるかもしれません。小学生

の息子に「そんな場面に君が直面したら、どう

しますか？」と聞いてみました。すると息子は

「自分は、手出しはしないが、救うということ

まではできない」と答えました。私の配偶者は

中国人です。もし米中戦争になったら、家族は

迫害を受けるかもしれません。誰も助けてくれ

ないかもしれない。息子に「お母さんが中国人

だからと迫害を受けるかもしれないけれど、そ

の時、強く生きられるか。勇気をもって生きら

れるか」と聞くと、息子は「勘弁してくれ。し

んどいから寝るわ」と言っていました。ちょっ

と難しい問でしたね。今、北の脅威を煽ること

が安倍政権の安定につながっています。

民主党の野田政権のとき、消費税増税を 3党

合意したにも関わらず、自民党政権になったら

先送りにし、それがあたかも自民党の手柄にな

るという、極めていびつな状況です。

安倍政権は、2013 年から毎年、補正予算と

当初予算と合わせて「15 カ月予算」を組むと

いう、独特の財政行動をとっています。一時期、

補正予算は経済対策としての側面が強かったの

ですが、ここ 2年くらい、経済対策というより、

本体の当初予算を小さく見せるための姑息な財

政操作のようになっています。

財政の見通し

国の債務残高は、2018 年度末の見込みで 883

兆円。国の借金の残高が 2019 年 3 月末見込み

で 1107 兆円となっています。

安倍政権のキャッチフレーズは、「経済成長

なくして財政再建なし」「経済成長と財政再建

の両立をめざす」です。しかし、財政再建を真
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剣に取り組んでいるようにはみえません。成長

の内実が問われ、財政再建の見通しは遠のくと

いう状況です。

安倍政権の、経済成長戦略の柱の 1つは、日

銀による大規模な金融緩和です。それを首謀す

る日銀の黒田総裁が、異例の続投をして、出口

が見えなくなってきている。もう 1つの柱は、

財政支出です。6 年間、積極的な財政出動を行

なってきました。

安倍政権の現実は、デフレからの脱却はでき

ず、低成長のまま。税収はたしかに伸びていま

すが、内容は、円安による輸出産業の好調と、

金融緩和による株高です。本質的に日本経済が

強くなったかというと、そうとは言えない。ま

た、恐るべきことに、年金基金を株式市場で運

用して株高を演出しています。

政権は、「2020 年にプライマリーバランスを

黒字化する」と言っています。プライマリーバ

ランスとは、基礎的財政収支のことで、社会保

障や公共事業をはじめとするさまざまな公共サ

ービスを提供するための政策的経費を、税収等

でまかなえているかどうかを示す指標です。

しかし、たとえ GDP（国民総生産）が毎年、

3％成長しても、2020 年には 9兆円の不足が生

じます。とても、2020 年に達成できるような

見通しはつきません。

財政再建は可能か？

では、このような状況で、財政再建は可能な

のでしょうか。財政再建をするためには、3 つ

の手段があります。1 つはお金がないから増税

する。2 つめは経済成長による税収増、3 つめ

は歳出削減です。では、この 3つの手段のうち、

国民に人気がなくて、選挙の際に公約として掲

げると選挙に負けるものはどれか。言わずとし

れた「増税」です。本気で政権をとる気がなく、

何人かの仲間と国会議員ごっこをやっている党

は、歳出削減を公約に掲げます。「例外なき削

減ができるのは、しがらみのない私たちだから

できる」と言っている。こういうことが言える

のは、基本的に政権を担う気がないからであっ

て、一部の不満をもっている国民が投票してく

れたら、議員を何人か選出できると考えている

だけです。そういう人たちは、それでいいかも

しれませんが、責任ある政党として、政権を担

い、汗をかいてこの国の将来を何とかしていこ

うとしている政党は、「歳出削減」だけを言う

わけにいきません。しかし、「増税」を掲げた

ら、選挙で勝ち目がない。「増税」を公約に掲

げるのは得策ではない。

それでは、どのような提案をすべきでしょう

か？ 「こんな社会をつくる。誰もがこういう

ふうに生きていける社会をつくる。その社会は

こんなにいいことがある。でも、そのために、

こういう形で、みんなでシェアしませんか」と、

提案しないといけないでしょう。先に「この国

は大変です。財政再建のために増税しましょ

う」というと、財政が大変だから増税すること

にしかならない。財政再建が目的にしか見えな

い。大事なのは、まず、この国が向かうべき社

会のビジョンを示し、それを実現するための財

政の仕組みをセットで示し、結果として財政再

建にもつながるという提案にしていく必要があ

ります。

日本は、高齢化による社会保障費の増大が、

財政を圧迫しています。こういう状況下で、金

融緩和による成長戦略を図ることは、間違って

います。日銀によるゼロ金利政策や量的緩和政

策による「シャブ漬け」の経済は、そろそろ限

界がきています。

2018 年度地方財政計画の概要と

地方財政への影響

2018 年度地方財政計画のポイント

「2018 年度地方財政計画」の詳細が、総務

省のホームページに掲載されています。それに

よると、
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① 地方財政計画の規模 86 兆 8973 億円

（前年度比＋ 2775 億円 +0.3%）

② 地方一般歳出 71 兆 2663 億円

（ 同 ＋ 6330 億円 +0.9%）

③ 一般財源総額 62 兆 1159 億円

（ 同 ＋ 356 億円 +0.1%）

「水準超経費」を除くと 60 兆 2759 億円

④ 地方交付税の総額 16 兆 85 億円

（ 同 △ 3213 億円 △ 2.0%）

⑤ 地方税及び地方譲与税 42 兆 48 億円

（ 同 ＋ 4021 億円 +1.0%）

⑥ 臨時財政対策債 3兆 9865 億円

（ 同 △ 587 億円 △ 1.5%）

⑦ 財源不足額 6兆 1783 億円

（ 同 ＋ 7927 億円 △ 11.4%）

2018 年度地方財政計画の特徴

2018 年度地方財政計画の特徴の 1 つは、地

方税収および、地方譲与税の増加が見込まれ、

その分、地方交付税が抑制されていることです。

地方交付税は、総額で 3213 億円が減額されま

した。2年連続で、3000 億円超の減額です。

また、一般歳出の規模は、6330 億円増加し

ていますが、その増加分のうち、1779 億円が

地方単独の投資的経費、4547 億円は一般行政

経費（補助事業）です。それに対して、一般財

源の増加額は 356 億円、国庫支出金の増加額は

1126 億円となっていて、地方一般歳出の増加

が、地方自治の裁量の増加につながっていない

ことがうかがえます。

総務省は、毎年、地方財政計画の概要を「こ

ういうふうに頑張った」と誇りますが、今年は

誇るべきことがない、特徴がない、という特徴

があります。2017 年度は「総額で 4000 億円増

の一般財源の確保した」と誇っていましたが、

その財源は「臨時財政対策債」で、使途は補助

事業でした。2018 年度は、昨年度を 356 億円

上回る一般財源の確保をしたとしていますが、

356 億円はたったの 0.02 ％増加しただけで、1

％にも満たっていません。歳入と歳出の「自治

の確立」には、ほど遠い状況です。

財源不足対策

財源不足対策は、どのようになされたのでし

ょうか。総務省自治財政局の「2018 年度地方

財政計画の概要」によると、折半対象以外の財

源不足 5 兆 8475 億円のうち、一番多いのは臨

時財政対策債の発行で、3 兆 8210 億円です。5

兆 8475 億円のうち、半分を超えるものが臨時

財政対策債でまかなっています。臨時財政対策

債は、気を付けなければなりません。

臨時財政対策債は、本来 0にすべきだと思い

ます。なぜなら、これは一般財源に充てる借金

だからです。地方が自由に使えるお金が、足ら

ないから借金させている。それなのに、「抑制

した」と誇っている。「目玉があまりない」と

いうのが特徴です。

地方財政の基礎を学ぶ

「一般財源」と「特定財源」

自治体の財源は、「一般財源」と「特定財

源」に分けられます。「一般財源」は、使い途

が自由な財源、「特定財源」は使い途が決まっ

ている財源です。地方の歳入は、「地方税」「地

方交付税」「国庫支出金」の 3 つが、主要な財

源になります。「地方税」は、自治体の独自財

源です。日常生活では「サラリー」に相当する

ものです。「地方交付税」「国庫支出金」は、国

からの財政移転です。それでも足りない時に

「地方債」で借金をします。したがって、地方

の一般財源は「地方税」が基本です。

国からの財政移転

国からの主な財政移転は、「国庫支出金」と

「地方交付税交付金」の 2つに分けられます。

「国庫支出金」は、使い途が決まっている補

助金で、「国庫負担金」「国庫補助金」「国庫委
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託金」の 3 種類があります。「地方交付税交付

金」は、使い途が自由な「交付金」です。使い

途が自由な交付金を「一般補助金」、使い途が

決まっているものを「特定補助金」と言います。

国庫支出金

「国庫支出金」には、「国庫負担金」と「国

庫補助金」「国庫委託金」があります。

地方財政法上に根拠があるのは、「国庫負担

金」と「国庫委託金」で、「国庫負担金」は 10

条、10 条の 2、10 条の 3 に、「国庫委託金」は

10 条の 4 に根拠があります。しかし、「国庫補

助金」は、地方財政法上の根拠としては、16

条の「国は、その施策を行うため特別の必要が

あると認めるとき又は地方公共団体の財政上特

別の必要があると認めるときに限り、当該地方

公共団体に対して、補助金を交付することがで

きる」としているのを根拠にしている補助金で

す。

「国庫委託金」は、国勢調査や国政選挙など、

もっぱら国がすべき事務事業を、自治体が委託

を受けてする場合に、国からもらうお金です。

「国庫負担金」は、国と地方が「割り勘」的に

経費を負担し合う事業に対しての補助金です。

地方交付税

「地方税」は、経済活動が活発な自治体と、

そうでない自治体では、税収に格差が生まれま

す。どれくらい格差があるのでしょうか。たと

えば、「地方税」の 1 人当たり税収の全国平均

を 100 とすると、東京都が 165.9 ％、沖縄は

67.1 ％で、2.5 倍の差があります。このように、

税収には自治体間格差があります。これでは、

住む場所によって、最低限の医療、介護を受け

られず、教育水準も違ってきます。老人の面倒

もみられない。そうなれば、国民の不満が渦巻

き、国民の反乱が起きてしまうでしょう。

したがって、日本のどこで住んでいても、最

低限の公共サービスを受けることができるとい

う「ナショナル・ミニマム」の確保が必要です。

それを実現するためには、公共サービスの主体

である自治体間の財政力格差の是正が必要とな

ってきます。その切り札が「地方交付税」です。

つまり、自治体が「ナショナル・ミニマム」を

確保するために不足する財源を、「地方交付

税」で補填しているわけです。日本中の、どの

自治体に住んでいても、最低限の公共サービス

を保障される仕組みになっています。

では、その「地方交付税交付金」は、どのよ

うに調整されているのでしょうか。自治体は、

それぞれ「基準財政需要額」と「基準財政収入

額」を算出します。「基準財政需要額」は、自

治体が最低限の標準的行政サービスをするには

どれくらいかかるかという額です。実際にどれ

くらいかかったかという決算額を基準にするの

ではなく、例えば、小学生の教育には児童 1人

当たり 70 万円かかるとすると、100 人いたら

7000 万円と計算する。それを行政項目のすべ

てで積み上げます。「基準財政収入額」は、自

治体の標準的な地方税収の 75 ％です。残りの

25 ％は留保財源になります。留保財源は、そ

の自治体の裁量に委ねられ、独自の自治の財源

に充てることとされています。この「基準財政

需要額」から「基準財政収入額」を引き、マイ

ナスになると財源不足であり、その不足額を地

方交付税として、国から交付されます。

地方財政をどのように考えるか

基軸としての「シャウプ勧告」

第 2 次大戦後の 1949 年に、カール・シャウ

プを団長とする、アメリカの財政学者が日本に

やってきました。彼らは、日本の財政と地方財

政の仕組みを調査し、「シャウプ勧告」とよば

れる勧告をしました。シャウプ調査団のメンバ

ーは、アメリカの民主党リベラル派に属する人

たちで、アメリカの、よい意味でのリベラルな

エリートです。自分たちの国ではできない制度
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を日本に導入しようと、「地方交付税交付金」

の前身となる「地方財政平衡交付金」を、勧告

に入れました。

日本には、太平洋戦争前から財政調整の仕組

みがありました。1940 年に行われた財政改革

で、「地方分与税制度」が、恒久財源を持つ本

格的な財政調整制度として導入されています。

国が、日本の津々浦々の自治体に財政資金を配

分したのは、全国の自治体で徴兵事務を滞りな

く行うためであり、総力戦を戦うためであり、

統治の側の論理でした。

一方、「シャウプ勧告」のメンバーは、日本

に平等な社会をつくるために、その制度を手直

しして「地方財政平衡交付金」を勧告しました。

しかし、地方と国の側で激しいお金の取り合い

となり、3 年で廃止され、「地方交付税」に代

わります。「地方交付税」は、70 年におよぶ歴

史をもっています。

「特定補助金」と「一般補助金」

どちらが望ましいか

「地方交付税」の役割は、自治体間の財政力

格差を是正し、自治体が計画的に行政を進める

ことができるようにすることです。反面、「国

庫支出金」は、国が補助金を出すが、使い途が

決まっている。自治体ごとに自由に使える「地

方交付税」と、使い途が決まっている「国庫支

出金」のどちらが、自治体にとって望ましいで

しょうか。自治体にとっては使い途が自由なお

金の方がいいに決まっています。国の立場から

すれば、国の政策意図を実現するために、使い

途を決めた方がいいとなるでしょう。

日本の財政学者は、基本的に「地方交付税を

強化すべし」という立場が多いです。財政学者

の神野直彦先生は、1998 年に東洋経済新報社

から『地方に税源を』という本を出版しました。

そのなかで、「国庫支出金を整理・廃止して、

所得税の基礎部分を国から地方へ税源移譲すべ

し」と提言されました。当時、神野先生は、国

の税制調査会の小委員会の委員長をされていま

したが、神野先生が言われても国はやらないだ

ろうと思っていたのが、小泉政権の「三位一体

改革」で、地方税への税源移譲を行い、地方交

付税と国庫支出金の削減という改革が行われま

した。

使い途が決まっている財源と、自由に使える

財源のどちらが望ましいかといえば、地方の立

場からすれば、使い途を決められていない方が

効用水準は高くなります。わかりやすい事例で

は、ネクタイを誕生日プレゼントにもらったと

き、自分の趣味に合っていたら、100 ％の「有

り難う」です。好みが違うと、「有り難う」と

言っても贈ってくれた人に会う時に付けて行く

くらいで、日常的には付けない。また、親から、

毎月の仕送り 5万円のうち 1万円分を、換金で

きない図書カードで送ってきたとします。本を

買うのに 1万円以上使っているのであれば問題

ないのですが、3000 円しか使わないとすると、

7000 円分の換金できない図書カードは、無駄

になります。

使い途を決めてお金を渡すと、必ず無駄が発

生します。そのことを経済学では「死重損失」

と呼び、非効率が発生していると考えます。ノ

ーベル経済学賞を受賞したスティグリッツ教授

は、「使い途が決められた補助金は、死重損失

が発生する。しかし、ただ 1点、使い途を決め

られた補助金にはメリットがある。非効率が発

生したとしても、公共財の供給量を増やすため

には必要な場合がある。ポイントは、公共財の

供給量を増やすことに、明確な目標があるかど

うかだ」と言っています。特殊平等性が求めら

れる初等教育や小学校の給食に、使い途を決め

た補助金を出すのであれば、それによって非効

率が発生したとしても、目標を達成するために

は必要です。したがって、「公共財の供給量を

増やすのであれば国庫支出金が必要だが、幸せ

を追求するには使い途が自由な補助金が望まし
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い」ということになります。

地方財政の問題を先送り

それでは、わが国における、地方が自由に使

える「一般財源」の現実はどうなっているので

しょうか。「一般財源」は、「地方税＋地方譲与

税＋地方交付税＋地方債」です。ここでの「地

方債」は「臨時財政対策債」です。これを含め

て、「一般財源」が確保されています。基本的

には、一般税源は「地方税」と「地方交付税交

付金」と「地方譲与税」で確保しなければいけ

ません。ところが、現実は、地方交付税額を減

らし「臨時財対策債」で補填しています。毎月、

5 万円仕送りをしていたのを「大変なので仕送

りは 3 万円にして、2 万円はローンで借りて下

さい。返す時には地方交付税で面倒みますか

ら」となっている。しかし、地方交付税は地方

の財源です。こうやって自治体の借金が積み上

がり、そのためにまた、借り換えをする。そう

するとますます借金が増えていくという状態で

す。

その結果、地方財政の借入金残高は、2005

年度に 201 兆円にのぼり、2008 年度には 197

兆円まで減りましたが、また 2012 年度に 201

兆円になりました。ずっと 200 兆円前後を行っ

たり来たりしています。

2017 年度の地方財政の借入金残高は 195 兆

円と見込まれていますが、「交付税特会借入金

残高」が 32 兆円、「公営企業債残高」20 兆円、

地方財政法第 5 条に基づく地方債を「5 条債」

と言いますが、これが 90 兆円、「臨時財政対策

債」は 53 兆円です。「5 条債」は減る傾向にあ

りますが、「臨時財政対策債」の残高は増えて

います。地方財政の借入金残高の質が変わって

きています。地方財政の危機に対する抜本的な

解決を先送りにしているのが、今の地方財政の

現状です。

＜付記＞

① 2018 年 4 月 27 日、韓国文在寅大統領と北

朝鮮金正恩朝鮮労働党委員長の南北首脳会談

が開かれ、「板門店宣言」が発表された。講

演時には、未だ緊張解けぬ状況であったが、

本稿の校正段階では、急速に南北の緊張緩和

が進みつつある状況にあることを付記する。

② 2018 年 5 月 8 日付『朝日新聞』朝刊の報

道によると、政府はプライマリーバランスの

黒字化目標を、2020 年年度から 2025 年度に

5 年間先送りする方向で調整に入ったとのこ

とである。この目標ですら、年 3％の名目成

長率を想定するなど甘い成長予測を前提にし

ており、実現は難しいと推察される。また、

黒字化のために 2019 年度から 3 年間社会保

障費の伸びを集中的に抑制することも盛り込

んでおり、その実現には困難が予想される。

（この原稿は、2018 年 2 月 14 日に開催した｢ 2018 年

度地方財政セミナー｣の講演録です。）
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