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2019 年度地方財政の動向

龍谷大学政策学部教授

只友景士

毎年、このセミナーで、地方財政の動向につ

いてお話をさせていただいています。2013 年

から定例化し、今年で 7年めになります。

2019 年度の国の予算も、「史上最大」と言わ

れ続けて、今年で 7年めです。ついに、当初予

算が 101 兆円という大変な金額になりました。

今日は、国の予算編成についての問題も、お

話ししたいと思います。

2019 年度政府予算

国の予算の動き

2019 年度一般会計予算案は 101 兆円です。

その前に、2018 年度補正予算 2 兆 7000 億円が

成立していますので、104 兆円の予算となった

わけです。このように、前年の補正予算と当初

予算とをセットにした予算の組み方は、以下の

ように、2013 年度から 7 年連続で、総計 100

兆円規模の「15 カ月予算」を組んでいます。

・2018 年度当初予算 97 兆 7128 億円

＋ 2017 年度補正予算 2兆 7073 億円

・2017 年度当初予算 97 兆 4547 億円

＋ 2016 年度第 1 次補正予算（増減ゼロ、

予算組み替え、熊本震災対策)5/17 成立

＋第 2次補正予算（3兆 2869 億円）

10/11 成立

＋第 3 次補正予算(税収減に対応する予算

の組み替え) 1/31 成立

・2016 年度当初予算 96.7 兆円(史上最大)

＋ 2015 年度補正予算 3.3 兆円

・2015 年度当初予算 96.3 兆円

＋ 2014 年度補正予算 3.1 兆円

・2014 年度当初予算 96 兆円

＋ 2013 年度補正予算 5兆 4956 億円

・2013 年度当初予算 92 兆 6000 億円

＋ 2012 年度補正予算 13 兆 1000 億円

このように、毎年、「史上最大」と言われ続

けて、だんだん大きくなってきています。

こういう安倍政権のやり方は、国民にとって

どういう影響があるのかを、問い続けなければ

なりません。財政について講演することが、国

民の財政への関心を高めることにつながり、よ

りよい政策や政権づくりにつながってくれたら

いいなと思います。

最近の話題ニュースの一つに「統計不正」が

あります。最近あまり聞かない「アベノミク

ス」が、うまく行ってないのを隠すつもりでは

ないのでしょうが、「統計をいじったら経済成

長するんだ」とばかりに、統計数字の信憑性が

怪しくなっています。

「統計の日」というがあり、2 月 1 日に、総

務省は「統計の日」の標語の募集を開始したの

ですが、その当日に統計数値の不確実性が表沙

汰になった。「標語の募集を始める日に、統計

がこんなことになって」とツイッターで書かれ

たり、大喜利状態になっているそうです。経済

学の科学性を支える統計ですが、その統計の信

頼性が揺らいでいます。今の日本は、統計数字

を用いて科学的に政策をつくっていけるかどう
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か、難しい状況になっています。

2019 年度予算の特徴

予算が史上最大の 101 兆円膨らんだ理由の 1

つは、消費税増税への対策です。消費税増税を

すると、増税前に駆け込み需要が生まれ、増税

後は景気の腰折れが起きます。家を建てたり自

動車を買ったりといった大きな買い物をする人

達は、消費税増税前に駆け込みで消費します。

増税前に駆け込み需要があると、増税後には、

消費の落ち込み現象が起きるのです。

そのため、そんな増税後の消費落ち込みが起

きないようにと対策を取るべく、消費税増税で

得られる 10 月からの半年分の 1兆 3000 億円を

超える 2兆 280 億円を、増税対策費として当て

ています。増収分より多く使うなら、増税しな

きゃいいじゃないかと誰だって思います。増収

分だけを使えばいいのに、それ以上のバラマキ

をする。また、「住宅及び自動車の購入促進を

図る減税措置」として 3000 億円が計上されて

います。駆け込み需要による腰折れ対策のため、

減税措置して平準化を図る。これが、消費税対

策費が 2兆円を超える要因です。

2 つめは、消費税の使途の拡大です。「幼保

無償化（幼児教育無償化）」と、高等教育の無

償化（2020 年度実施）をします。幼保無償化

は、幼稚園保育園の園児世帯には、すべて恩恵

が行き渡りますが、高等教育の無償化は低所得

世帯に限られます。龍谷大学には「高等教育の

無償化を国際人権規約に基づいてやるべきだ」

と運動している先生が何人かおられて、「この

政策は前進だ」と言われています。しかし、今

回、誰でも無償にするのではなく、低所得者が

中心です。

文部科学省は、授業料の無償化を適用する大

学に対して、3 つの条件をつきつけています。

1つは、学生が卒業単位 124 単位のうち、10 ％

に相当する 13 単位以上を、実務経験のある教

員の単位をとらなければならないとしています。

実務経験のある教員から学ばないと、社会で生

きていく知識が得られないというのが理由です。

2 つめは、外部の理事を入れて、大学のガバナ

ンスに外部の意見を入れること。その理事の役

割を明確すること。3 つめは、財務状況が公開

されていること。そういう条件がついてくる。

3 つめは当然ですが、理事に外部の人を入れ

るかどうかは、大学の自治に関わることです。

大学は、学生の授業料無償化の適用を受けるた

め、不承不承対応せざるをえない。「無償化」

されて「よかった」だけではなく、大学の自治

も侵害されることになり、ギリギリの根比べを

やっています。

実務経験のある教員は、意外に多く、龍谷大

学の政策学部もたくさんの該当教員がおられま

す。大学院を出て、1 年間、政令市の政策企画

部門で働いていたとか、オーバードクターの時

に働いた財団でも研究員の経験が実務経験に相

当するとされた例などがあります。

101 兆円の史上最大の予算になったもう 1 つ

の理由は、2019 年度の統一地方選挙と参議院

選挙のためです。統一地方選挙が 4月に、参議

院選挙が 7月にあります。それを控えて、選挙

対策のために、負担増を避ける予算の組み方を

しています。

税収の見込みも、過去最大の 62 兆 4950 億円

です。税収増のうち半分は、消費税増税の効果

です。所得税と法人税も増えています。

図 1の「一般会計の税収、歳出及び公債発行

額の推移」を見ると、「一般会計の税収」が同

じテンポで伸びていたのは、1989 年（平成元

年）～ 1990 年（平成 2年）のあたりまでです。

バブル経済の時は順調に伸びていた。しかし、

バブル崩壊後は、経済そのものが低迷したり、

経済対策として減税したりしたために、税収が

減りました。2014 年は、消費税が 5 ％から 8

％になったことで、税収は増加していますが、

その後の伸びは、アベノミクスの効果かどうか

疑問です。
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図 1 一般会計税収、歳出総額および公債発行額の推移

2019 年度の「一般会計の税収」は、大企業

は円安もあって利益が増えているため、法人税

収が増えるとか、所得税も増えると予想され、

史上最大の 62 兆 4950 億円を見込んでいます。

しかし、歳出総額が 101 兆円ですから、かなり

不足している状態です。いわば、月々 100 万円

使っているが、手取り収入は 62 万円だと。足

らないところは借りておく。もし、皆様のご兄

弟がそういう生活をしていたら、「お前、借金

をやめて生活見直さないといかん」「もっとい

い仕事を探して、80 万円とか 90 万円の仕事を

探せ」と言うのではないでしょうか。

しかし、今の国の財政は、税収を増やすまで

にはいってない。100 兆円超の予算を続ける政

権は、国民にとってはそれなりに居心地のいい

ことなのかもしれませんから、そこは困ったも

のです。

2019 年度地方財政計画の概要と

地方財政への影響

2019 年度地方財政計画のポイント

2019 年度地方財政計画の規模は、89 兆 5930

億円です。2018 年度から 2 兆 6957 億円の増額

です。一般歳出の合計も 2 兆 8496 億円の増額

です。しかし、「地方交付税」については 16 兆

1809 億円と、2018 年度から 1724 億円、1.1 ％

くらいしか増えていません。

今年の特徴は、「地方特例交付税及び臨時交

付税」を特例的に入れたことです。2019 年度

は、「臨時交付金」として 2349 億円を入れます。

これが、「幼児教育の無償化」にかかるお金で

す。景気がいいので税収が増えると見込んで、

「臨時財政対策債」は、7297 億円を減額して

います。「臨時財政対策債」は借金ですが、通

常の一般財源と同じように、地方が自由に使っ
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ていいという借金です。これらによって、財源

不足額は、1兆 7681 億円減らしています。

2019 年度地方財政計画の特徴

2019 年度地方財政計画の特徴は、3つありま

す。その 1つは 「幼児教育の無償化」。それに

よる地方負担を措置する「臨時交付金」2349

億円を創設したことです。全額を国費で対応す

ることになっています。

2 つめは、増税にともなう景気対策として、

住宅ローン控除の 3年延長と、自動車取得時の

減税をします。自動車取得税は、2019 年 10 月

１日から 2020 年 9 月 30 日までの間に取得し

た自家用乗用車について、環境性能割の税率を

１％分軽減する。これにより地方税が減収する

ので、それを「特例交付金」で措置をします。

3 つめは、「防災・減災、国土強靱化のため

の 3 カ年緊急対策」です。「3 カ年」というの

は、2018 年から 2020 年の 3 カ年です。すでに、

2018 年度の補正予算に 1兆円計上しています。

この計画の規模は、2018 年 12 月に発表された

計画によると、7 兆円とされています。3 カ年

で、河川堤防かさ上げや交通インフラ網整備な

ど計 160 項目について、7 兆円の緊急対策をや

るというものです。防災・減災対策は、やる必

要がありますが、問題は、これを誰が、どう負

担するかです。2019 年度の「緊急対策」にか

かわる事業費は 1 兆 1518 億円です。この財源

は、地方自治体が事業を行うので、地方自治体

が「防災・減災、国土強靱化緊急対策債」とい

う地方債を発行します。事業への地方債の充当

率は 100 ％。元利償還金に対する交付税措置は

50 ％です。

また、2019 年度は「緊急自然災害防止対策

事業費」を創設します。規模は 3000 億円です。

この事業も、地方自治体が「緊急自然災害防止

対策事業費債」を発行して、地方債の充当率は

100 ％。元利償還金に対する交付税措置は 70

％です。元利償還の交付税措置とは、100 万円

借金すれば、元本の 70 万円と利息の 7 割まで

は、地方交付税で面倒をみてやるということで

す。

これは、地方自治体にとっては、地方交付税

で面倒をみてくれるので、「おいしい借金」で

す。しかし問題は、防災・減災のための「緊急

対策」を、地方交付税でやらせることです。地

方交付税制度の重要な機能は、自治体の財源を

保障しながら、自治体間の財政格差を是正する

ことですが、その機能が弱体化することにつな

がります。このように地方債と地方交付税をセ

ットにした方法でも、地方は国の政策に誘導さ

れてしまっています。

「幼保無償化」をめぐる議論

「幼保無償化」はどこから始まったのでしょ

うか。2017 年の衆議院選挙で出された、自民

党の公約がスタートです。この問題くらい、国

と地方との調整不足が露呈したことはありませ

ん。総務省と内閣府の担当部署との調整不足で

はないかと思います。

「幼保無償化」によってどんなことが起こる

か。「幼保無償化をすると保育需要が増大し、

待機児童が増えるのではないか」と、多くの自

治体が懸念しています。「無料なら子どもを預

けよう」という人も出てくる。保育需要が増え

れば、待機児童は増えます。無償化するのが、

よい政策なのかどうか。

いくつか論点があります。1 つは、無償にす

ることによって待機児童が増えます。そのため、

保育の供給量を増やさなければならないのに、

その措置はできていません。

2 つめは、私も、国立大学に在職していた頃、

そんなに高給取りではなかったのに、月々 5万

円を負担していました。それが無料になれば、

たしかにうれしい。しかし、これまでも、保育

料が無料や低額の人がいました。低所得者対策

はなされていました。したがって、今回の「幼
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保無償化」は、無償や低い保育料の「対象から

外れていた。一定の所得のある階層である「高

額所得者」に恩恵を与える政策です。その「高

額所得者が払っていた保育料を誰が負担するの

か」という問題がでてくるわけです。

昨年の 11 月に行われた、市長会と各府省と

の意見交換会で、市長会側から「無償化そのも

のに反対せざるをえない」という意見が出るく

らい、自治体の強い反発を招きました。さらに、

この間のやりとりで、国は「消費税増税すると

地方自治体も税入が増える。その増えた財源で

無償化費用を捻出してください」と言ったため、

市長会は「それはおかしい。国が、地方自治体

の増収をこっちに使えと、口出しをするような

ものだ」と反論しました。市長会から、「地方

自治の本旨にもとるのではないか」「自治体の

お金の使い方にゴチャゴチャと言うのはおかし

い」といった反論が出たわけです。国が進める

「幼保無償化」の施策を地方に押しつける形に

なっている。市長会は、11 月段階では、「幼保

無償化」費用を地方が負担することに強く反対

しましたが、12 月には、地方負担のうち 1000

億円を減額することで歩みよりました。これが

「幼保無償化」をめぐる議論です。

さらに、懸念されるのは、待機児童対策とし

て、認可外保育所も無償化の対象にしようとし

ていることです。地方自治体の現場は、「保育

の質が十分担保されていないところまで無償化

するのか」と困惑しています。

この問題で明らかになったのは、保育料など

料金の負担設定の仕方によって、国民の公共サ

ービス需要のあり方が大きく変わるのに、その

ことをまったく考えないで政策をつくっている

ことです。国と地方と住民が「どう負担するの

がよいのか」という議論もなされていません。

さらに、質が担保された保育サービスを、公共

部門がどう推奨していくのかについても、議論

がなされていません。思いつきで「幼保無償

化」をすると公約して、大変なことになってい

るのが現状です。

「認可外保育所は危ないから、含めない方が

いい」と、声高には言いたくありませんが、あ

る研究者の調査によると、「認可外保育所の事

故発生率は、認可保育所に比べて何十倍と高

い」という結果が得られています。事故があっ

たら取り返しがつきません。

安全で質の高い保育を、幅広く提供できるよ

うに、社会全体で支えていくべきだと思います。

そういう議論を抜きに、保育料負担の「無償化

ありき」で進められた点が、大きな問題ではな

いかと考えています。

消費税率の引き上げにともなう対応

表 1 は、経済財政諮問会議が、2018 年 12 月

に公表した「消費税率の引き上げにともなう対

応」の概要です。

これによると、消費税引き上げによる負担増

は、国と地方で 5.7 兆円。昨年度実施したタバ

コ税や所得税の見直しなどで 0.6 兆円程度、負

担増の合計は 6.3 兆円となります。一方の負担

減は、軽減税率制度の実施で 1.1 兆円となり、

それらの差し引き 5.2 兆円程度が負担増になり

ます。

「幼児教育の無償化、社会保障の充実による

支援」は 3.2 兆円程度と、国民の受益増がある。

その結果、経済への影響は、5.2 兆円の負担増

から、3.2 兆円の受益増を引いた、差額の 2 兆

円程度に抑制されるとしています。そのうえ、

「消費税率引き上げに対応した新たな対策」と

して 2.3 兆円を計上しています。

内容は、「臨時・特別の予算措置」としてポ

イント還元と、プレミアム付き商品券の発行な

どです。また「税制上の支援」として住宅ロー

ン減税の拡充や、自動車取得税の減税がなされ

ます。これらによって、経済への影響をグッと

抑制できるとしています。しかし、住宅を取得

する人、自動車を買い換える人にとってはプラ
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表 1 「消費税率引き上げに伴う対応」の概要

スかもしれませんが、広く国民に恩恵が行き渡

るものではありません。前回のプレミアム商品

券の時には「そんなにまとめて買える人がいる

でしょうか、低所得者は買えるでしょうか」と

いう議論もありました。

これらの政策は、税負担の分配という観点か

らは問題があります。消費税によって、たしか

に国民全体に負担を配分しているかもしれませ

んが、社会的な公平性を担保する所得の再分配

という観点からみると問題があります。税を徴

収し、国民のために公平にどう使うかという議

論を抜きに、財政の問題を語ることはできませ

ん。税は国家の「屋台骨」です。

戦前は「国家の屋台骨は国防だ」という人も

いましたが、国防を支えるためにも、国家を支

える税制が大いに重要でした。1940 年の税制

改正は、第二次世界大戦という総力戦に備え、

戦争を可能にせんがための大きな税制改革でし

た。「税は国家の屋台骨である」と考えた時、

社会の公平性を担保できる仕組みになっている

のか、はなはだ疑問です。

毎年、毎年、歪な形に改正され、相当、ゆが

んでいるのではないかと思います。
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