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地方交付税制度の問題点と

あり方の検証

（公財）地方自治総合研究所研究員

飛田博史

この時期は、国の予算、地方財政の動向や見

通しが公表されるので、財政関係の研究者は忙

しい時期です。同時に、花粉症の時期で、今年

は暖冬のため開花時期が早く、花粉症の人には

辛い時期でもあります。

今日は、交付税の問題点とあり方について検

証したいと思います。

なぜ、地方交付税を検証するのか

そもそも、多くの自治体が、交付税を配分さ

れています。2018 年度の普通交付税不交付団

体は、市町村で 77 団体。東京都を含めると 78

団体です。それ以外の自治体は交付団体。京都

府では、久御山町が唯一、不交付団体です。京

都市の財政力指数は 0.81。税収で必要経費を

まかなえる割合が 8割ということです。あとの

2 割は、交付税を受けないと財源が確保できな

い。京都府内でもっとも財政力指数が低い伊根

町は 0.11。1 割くらいしか税収で確保できない。

そのため、交付税がどのように配分されるかは、

それぞれの自治体にとって、重要な問題になっ

てくるわけです。

地方交付税は、地方財政計画と連動していま

す（図 1 参照）。地方財政計画が、交付税の算定

に反映される。したがって、国のどういう政策

図 1 地方財政計画と地方交付税の関係（2018 年度）
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意図が、交付税算定に反映されたかが重要にな

ってきます。とくに最近は、交付税算定に国の

コントロールが強まっているため、地方財政計

画と交付税をそれぞれ検証する必要があります。

交付税の算定は、各自治体の一般財源ベース

の必要経費である「基準財政需要額」と、税収

見込み額である「基準財政収入額」を計算し、

その差額を補てんする仕組みになっています。

「基準財政需要額」は、国が決める「単位費

用」と、統計数値である国勢調査人口や面積な

どの「測定単位」、「補正係数」の 3つの要素を

掛け合わせ、自治体ごとに積算します。これら

は、毎年、見直しされ、自治体の統計数値も変

動していくので、交付税配分に影響が出ること

になります。

交付税の問題を考えるためには、3 つの視点

が必要です。その 1つは、国の政策が地財計画

を通じて地方交付税（とくに普通交付税）の算

定にどのように反映されたのか。2 つめは、そ

の結果、交付税の配分にどのような影響があっ

たのか。3 つめは、交付税改革（「トップラン

ナー方式」など）が算定結果にどのような影響

を与えたのか、ということです。

とくに最近は、交付税による国のコントロー

ルが強まっていているという印象があります。

これは地方側の問題でもあります。地方は、国

からお金がくれば何でもいいという、ある意味

で「寛容」ですが、別に言い方をすると「意識

が低くなっている」という印象があります。そ

こで、交付税はどうあるべきかという制度の理

念をお話ししたいと思います。

交付税制度の理念

「交付税制度の理念」、交付税のあるべき姿

の 1つは、国から交付される財源ではあっても、

「地方固有の財源」であるということです。

2 つめは、そのため、地方自治を尊重し、使

途を特定してはならないものということです。

3 つめは、財源調整と財源保障の 2 つの仕組

みを兼ね備えていること。たんなる歳入の格差

を是正するだけでなく、一定の行政を行うのに

十分な一般財源を保障することが求められてい

ます。

4 つめは、標準的自治体が標準的行政を行う

ための財源保障であること。自治体が特別な努

力をしなくても、通常の行政水準を確保できる

ように、一般財源を保障するのが交付税の役割

です。

最近、国の審議会では「地方の努力に応じて

交付税を配分すべき」という意見が出されてい

ます。法律に書かれている、本来の内容からす

れば、それはおかしい。

5 つめは、各自治体の中期的な財源保障の見

通しがつけられるように、「予見可能性」が確

保されなければならないことです。急激に変動

するようなことは、あってはならない。

交付税は、これらのことが基本となるべきで

す。ところが、近年、制度の理念が、国、地方

の双方において看過されています。

2018 年度交付税算定の注目点

2018 年 7 月に出された「普通交付税算定の

大綱」では、社会保障関係の算定が伸びました。

一方、2009 年度にリーマン・ショック対策で

創設された、いわゆる「歳出特別枠」が廃止さ

れました。また、2015 年から、安倍政権の

「地方創生枠（まち・ひと・しごと創生事業

費）」が創設されていますが、そのなかで人口

増減率や出生率などの成果指標による算定が拡

大されました。

このほか、いわゆる平成大合併から 10 年の

間にわたる交付税算定の特例措置がありました

が、その措置が終了するにあたり、2014 年度

より「合併後の市町村の姿を踏まえた交付税算

定の見直し」がなされ、2018 年度で算定の充

実メニューが完了しました。

また、2016 年から、交付税の算定基準であ

る「単位費用」を設定するさい、合理化が進ん
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だ自治体を基準に算定する、いわゆる「トップ

ランナー方式」が導入されていますが、それが

3年目を迎えます。

算定結果の概要

これらの見直しにより、2018 年度の算定結

果はどうなったのでしょうか。増加しているの

は、「厚生労働費」や「厚生費」といった社会

保障関係費です。また、先ほど述べた「特別

枠」が皆減。「地方創生枠」（地域の元気創造事

業費・人口減少等特別対策事業費）は前年度同

額。「公債費」は、臨時財政対策債が含まれて

いるので、増えています。「教育費」も、学校

の維持管理や耐震化・老朽化対策、補修などで、

市町村分が増えています。2007 年度から導入

された「包括算定経費」は、大きく減少してい

ます。この項目が「基準財政需要額」に占める

割合は、比較的大きいのですが、減少した要因

は不明です。

交付税算定の 3 つの課題

交付税算定をめぐる３つの課題として、①

小規模自治体算定が地方創生などの特別枠に依

存していること、② 国の政策誘導が強化され

ていること、③ 人口減少社会・大都市集中の

なかで、交付税算定のあり方が問われているこ

とがあげられます。

「特例枠」依存の小規模自治体算定

2008 年に起こったリーマン・ショックにと

もなう格差を是正するために、2009 年度から

2018 年度にかけて、交付税に、「歳出特別枠」

として、「地域経済雇用対策費」が設けられま

した。これによって、交付税の総額を嵩上げす

ると同時に、配分においては小規模自治体に手

厚い加算でした。当時、小泉改革の「三位一体

改革」で交付税が減らされていた小規模自治体

にとっては、交付税の復元に大きく寄与しまし

た。ただし、あくまでも臨時的対策だったため、

安倍政権で平時モードに回帰する方針が出され、

段階的に減らされて、2018 年度はまったくな

くなりました。

しかし、今度は、同政権が打ち出した「ま

ち・ひと・しごと総合戦略」を受けて、2015

年度に「地方創生枠」（地域の元気創造事業費、

人口減少特別対策事業費）が創設され、地方財

政計画に 1兆円が盛り込まれました。この結果、

「リーマン・ショック対策」と「地方創生対

策」が入れ替わる形になりました。

「地方創生枠」も、小規模自治体に手厚い算

定であり、自治体としてはありがたい算定かも

しれませんが、これも地方創生の先行きが不透

明なので当てになりません。このように、不確

実な財源保障に依存する状況が、常態化しつつ

あるのは問題です。

国の政策誘導の強化 ― 地方創生枠

「地方創生枠」は、2019 年度の地方財政計

画に、「まち・ひと・しごと創生事業費」を 1

兆円計上し、これを、交付税では「地域の元気

創造事業費」や「人口減少等特別対策事業費」

として算定しています。問題は算定方法です。

「地域の元気創造事業費」は 3900 億円。そ

のうち、「行革努力分」が 2340 億円、「地域経

済活性化分」が 1560 億円です。つまり、行革

が進むと交付税を手厚くする。地域経済を活性

化すると評価する、という指標が入っている。

「人口減少等特別対策事業費」は、指標に

「取組の必要度」や「取組の成果」を用いて、

算定に反映させる仕組みです。「取組の必要

度」が高い自治体や、地域活性化の「取組の成

果」が表れた自治体をプラスに評価する。

「交付税の理念」は、標準的な自治体が標準

的行政を行うための財源を保障するというもの

です。したがって、「取組の成果」など成果主

義的な指標を設けるのは、「交付税の理念」に

反します。そのうえ、客観的指標の差による算

定結果の格差は限定的で、たいした影響はない。
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図 2 基準財政需要額における歳出特別枠（～ 2017 年度）・地方創生枠の状況（京都府内市町村）

アナウンス効果の方が大きいといえます。

図 2 は、京都府内市町村における、「基準財

政需要額」に占める「歳出特別枠」と「地方創

生枠」の状況です。厳密にいうと「個別経費」

「包括算定」「公債費」を除いた「個別算定経

費」の中で、「地方創生枠」がどれくらいの割

合かを示したものです。突出しているのが笠置

町。人口は 1300 人程度で、「需要額」に占める

割合は 3 割あります。「地方創生枠」が、交付

税配分にかなり寄与していると同時に、国のコ

ントロールが効きやすい状態になっている。町

村は、かつては「歳出特別枠」が入っていまし

たが、現在は「地方創生枠」のウエイトが高く

なっています。小規模自治体を中心に、「特別

枠」に依存する自治体財政の状況が、問題含み

で続いているということです。

国の政策誘導の強化 － トップランナー方式

「トップランナー方式」とは、電気製品・自

動車などの省エネルギーの基準を、もっともす

ぐれた性能をもつ製品に合わせる方式で、経済

界の用語です。

安倍政権は、2016 年度から、民間委託など

の合理化が進んだ自治体を「トップランナー」

として、この自治体の経費を基準に「単位費

用」を算定しています。標準的な自治体経費で

はなく、合理化が進んだ自治体の経費を基準に

するということですから、「単位費用」は下が

ることになります。2016 年度は学校用務員な

ど 16 業務に、2017 年度は青少年教育施設、公

立大学の 2業務について、おおむね 3～ 5年を

かけて、段階的に適用しています。ただし、実

際に適用したのは 18 業務中 14 業務。4 業務は

対象にはしていますが、引き下げはしません。

これも、「交付税の理念」には、まったく反

しています。「単位費用」の引き下げの影響は

限定的で、「民間委託を進めないと、交付税は

そちらの方で計算する」というアナウンス効果

の方が大きい。「フツウ」の自治体の、標準的

な経費を算定する交付税制度の趣旨には合って

おらず、合理化を進める「努力」や「成果」を

求めているわけで、財政の方向性を決める経済

財政諮問会議は、こういう考え方で地方を誘導

しようとしています。

表 1 は、「トップランナー方式」の影響を試

算したものです。「単位費用」のトップランナ
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【道府県分】

見直し期間 需要項目 見直し前 2018年度 増減額
うちト方式累積
影響額（試算）

高等学校費（円） 58,900 56,100 -2,800 -976
特別支援学校費（円） 2,098,000 2,099,000 1,000 -11,657

2016～2018 道路橋りょう費（円） 151,000 135,000 -16,000 -16,518
2016～2018 -132
2016 -8

2017～2019 その他の教育費（円） 2,110 2,300 2,300 -216
理科系学部 -260
保健系学部 -300

【市町村分】

見直し期間 需要項目 見直し前 2018年度 増減額
うちト方式累積
影響額

小学校費（円） 9,228,000 9,479,000 251,000 -780,000
中学校費（円） 9,126,000 8,691,000 -435,000 -780,000
高等学校費（円） 73,100 70,300 -2,800 -1,200

2016～2018 道路橋りょう費（円） 76,600 71,700 -4,900 -5,362
2016～2018 -11
2016～2020 -7
2016～2018 -9
2016～2018 その他の教育費（円） 5,060 5,220 160 -19

理科系学部 -260
保健系学部 -300

戸籍住民基本台帳費(戸
籍数）（円）

1,210 1,170 -40 -85

戸籍住民基本台帳費(世
帯数）（円）

2,020 2,080 60 -83

徴税費（円） 4,540 4,610 70 -124

（資料）地方財務協会『地方交付税制度解説（単位費用編）』各年度および総務省資料「トップランナー方式について」より作成

2016～2018 （情報システム運用）

（スポーツ施設管理）

2017～2021 その他の教育費（円） (公立大学運営）

包括算定経費（百万円）
（庁舎管理等）

2,018 1,750

2,300212,000 212,000

-268（庶務業務）
（情報システム運用）

212,000 2,300

単位費用

対象業務

212,000

（維持補修・清掃等）

2016～2020 （学校用務員事務）

（維持補修・清掃等）

2016～2020 （学校用務員事務）

（庶務業務）
（青少年教育施設管理）

2017～2021 その他の教育費（円） (公立大学運営）

包括算定経費（百万円）
（庁舎管理等）

19,082 15,827 -3,255

単位費用

対象業務

表 1 「トップランナー方式」の影響試算

ー導入前の 2015 年度の額と、2018 年度と比較

した増減額、そのうちの「トップランナー方

式」の累積影響額について試算しています。

「トップランナー方式」によって、「単位費

用」が下がったように思いますが、必ずしもそ

うではない。他の要因も絡んでいるので、プラ

スもあればマイナスもあります。「トップラン

ナー方式」が、「単位費用」のすべてを牽引し

ているわけではありません。算定結果で交付税

が大きく減ることはなく、アナウンス効果の方

が大きいことがわかります。

人口減少社会・都市集中局面の交付税

現在の口減少社会・都市集中局面において、

交付税算定の構造が、制度疲労を起こしている

のではないかと考えています。交付税の算定は

「単位費用」「測定単位」「補正計数」の 3つの

要素で計算しています。このうち客観的な数値

である「測定単位」では、とくに「人口」の要

素が算定に大きく影響し、需要額総額（公債費

除く）に占める「測定単位」を「人口」とする

需要額の割合は、市町村算定では約 68 ％。高

齢者人口の算定を含めると 85 ％に上ります。

したがって算定構造上、人口が減れば行政経

費は減ります。しかし、算定結果が実際の必要

経費と同じスピードで減ればいいのですが、そ

う単純ではありません。5 年ごとに「国調人

口」を入れ換え、激変緩和のために「人口急減

補正」で嵩上げをしていますが、そもそも、地

域公共交通や、子どもの貧困対策など、人口の

増減にかかわらず取り組まないといけない自治

体施策が求められるなかで、これまでのような

計算方法でいいのかどうか。とりわけ小規模自

治体では、人口が加速度的に減るなかで、人口

要素を中心とする交付税の算定が適当なのか課

題だと思います。人口減少社会は、一方で都市

に集中していく局面です。人口の動態差が著し

い交付税格差をもたらすことが、将来的に懸念

されるのではないかと思います（図 3参照）。

「人口」中心の交付税算定の構造は、人口減

少社会に対応できるのか、人口の減少が需要額

算定結果の過度な減少をもたらさないか、小規

模自治体の需要額をとらえることはできるのか、

段階補正の効かない人口 10 万人前後の中都市

の算定は今後どうなるか、といった問題を考え

ていく必要があります。
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図 3 人口減少社会・都市集中時代の交付税

交付税改革の展望

終わりに交付税制度の展望として、3 つほど

上げておきます。

1 つは、先ほど触れたように、国による集権

化が、交付税制度において高まっています。そ

の背景に、交付税算定が「制度疲労」を起こし

ているとすれば、交付税の視座となるべき「交

付税の理念」を尊重しつつ、「政策誘導型」の

「地方創生」などは廃止すべきで、相当額を通

常の財政需要の算定に振り替えるべきです。

2 つめは、そのさい、どのような需要を充実

させていくかを考える必要があります。新たな

国の施策として、来年「森林経営管理」が入っ

てきます。これも、森林経営の施策を自治体に

押しつけるわけですから、交付税の算定に入れ

る必要があります。2019 年度は新環境譲与税

が創設され、総額 200 億円の経費が算定されま

すが、それでは不十分です。

その他、多くの自治体で取り組まれていなが

ら、交付税の算定には入っていないものがあり

ます。たとえば「乳幼児医療費の補助」や「県

単警察官の職員給与費」。環境保全や公共交通

の確保など、すでに全国的に取り組まれている

政策でも、必ずしも交付税の算定に反映されて

いるわけではありません。「政策誘導型」を廃

止する代わりに、こうした新しい項目を充実さ

せていく必要があります。

3 つめは、「測定単位」の見直しです。人口

は動態的ですから、外形的な「測定費用」で、

ある程度、充実させていく必要があるのではな

いかと考えます。現在でも森林面積など採用さ

れていますが、環境保全という視点ではまった

く不十分です。財政需要を充実させるために、

新たな「測定費用」の開発が必要です。

社会学の分野では「クロスセクター効果」と

いう分析手法があります。ある政策が、それと

はまったく違う分野に、直接、間接に効果が及

ぶことがあります。たとえば兵庫県立大学の竹

端寛教授は、「過疎地で公共交通を充実させる

と、介護度が改善するという相関がある」とい

う研究成果を発表されました。こういう効果も、

需要額として算定できる可能性があります。

「交付税でお金がくればいい」ということで

はなく、「交付税の理念」にたち戻り、それを

ベースに「新しい時代の交付税算定のあり方」

を追求していく時期にきているのではないでし

ょうか。それが、2018 年度の交付税算定から、

垣間見られる、改革の展望ではないかと思いま

す。
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