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はじめに
御紹介いただきました総務事務次官の大石で
ございます。よろしくお願いいたします。本日は、
「地方創生と地方行財政の課題」についてお話
をいたします。時間も限られておりますので、
要点をお話し申し上げて、ご理解をいただけれ
ばと思っております。
今日の内政の最重要課題は、アベノミクスの
進展、つまり地方への波及です。確かに株価は
上昇し、大企業のベースアップも行われ、それ
なりに好況を呈しています。しかし、地方に行
けば行くほど景気が良くなったと実感が持てな
いという状況の中で、何としても地方に景気・
経済の好循環を波及させたいということで、昨
年末の総選挙後、直ちに安倍内閣において、緊
急経済対策の閣議決定が行われました。

平成26年度補正予算の概要について
資料 1に、「補正予算の概要」がございます
が、早々に緊急経済対策に基づいた補正予算の
編成が行われました。この補正予算は 2月 3日
に成立をしており、現在、着実な執行が図られ
ています。目玉は、新聞報道等でも大きく報じ
られた地方に対する交付金であります。正式の
名称は少し長いのですが、この大項目のⅠとⅡ
にあります「地域住民生活等緊急支援のための

交付金」です。
これは 2種類あり、1つ目が「地域消費喚起・

生活支援型」（2,500億円）、もう 1つが、Ⅱの
項目にございます「地方創生先行型」（1,700億
円）、合わせて4,200億円の交付金が計上されま
した。
まず、「地域消費喚起・生活支援型」につい

ては、地方の景気を良くするため、消費を喚起
しようと、プレミア商品券などを配布するとい
うような都道府県、市町村が地道に行っている
景気対策に使ってもらうというソフト対策の交
付金です。これが2,500億円。
「地方創生先行型」については、今年が、地
方創生元年ということで、地方創生に先行的に
取り組めるよう、応援するための交付金です。
それが1700億円。合わせて4,200億円です。 3
月中には交付決定の手続きが完了する予定です。
この「地方創生先行型」は、基本的にソフト

事業の支援ですが、国がまち・ひと・しごと創
生本部を設置し、総合戦略を立てて、地方にも
平成27年度中に地方版総合戦略を立ててもらう
こととしていますが、その推進に充てられます。
まち・ひと・しごと創生というのは、地方に雇
用の場をつくり、若い人たちが安心して結婚し、
子供を産み、育てられる環境をつくるという取
組みですので、それを先行的に行っているとこ
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ろを支援しようという交付金であります。これ
らを含めた総額 3兆5,289億円がこの補正予算
であります。

資料 2に、総務省がその内訳としてどのよう
なことを行っているのかということをまとめて

おります。総務省は地方創生の仕事に深く係
わっております。
総務省の予算については、総務省はいろいろ

な形で地方創生の支援を行うこととしており、
まず、地方の雇用の場づくり、そして生活支援
の場づくりを応援する情報提供のため、「ワンス

資料 1

資料 2
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トップポータルサイト（全国移住ナビ）」を構
築いたします。これが5.7億円。
そしてもう 1つは、「移住・交流情報ガーデ
ン」の設置です。これは東京駅八重洲口から歩
いて 4分ほどの場所につくります。ここで、地
方に仕事を求める、住居を求める、いろいろな
地方との交流を図りたいという方々に対する総
合的な情報提供を行います。ポータルサイトを
設けると同時に、その場所に行けば、いろいろ
な相談にフェース・トゥー・フェースで応じて
もらえる場をつくるということで、地方創生を
支援していきたいと考えております。この経費
が補正予算に計上されております。
それから交付税の関係です。平成26年度の交
付税の補正としては、25年度の国税決算に伴う
剰余金で地方交付税に組み込まれる分、つまり
地方交付税法定率分の増額が4,500億円強あり
ます。
また、26年度の国税収入の増額補正があり、
それに伴って、地方交付税の交付税率分の増額
が4,900億円強あります。合わせて9,500億円以
上になりますが、そのうちの一部を調整戻しと
言って、26年度の交付税で配り切れなかった分

（315億円）は26年度中に配りますが、それを除
いた9,224億円を27年度の交付税財源として繰り
越すことが、この補正で行われています。そうやっ
て27年度の地方交付税総額の確保にも支障がな
いような取組みを行いました。

平成27年度予算の概要について
資料 3に27年度の総務省予算の概要がありま

す。総務省の予算の大宗を占めているのは、地
方交付税であります。一般会計総額で16兆3,400
億円ほどの予算計上になっておりますが、この
うちの地方交付税等財源繰入れが15兆5,000億
円ほどです。これは地方特例交付金（約1,000
億円）をプラスした額であります。それを除い
た額がいわゆる入口ベースの交付税と呼ばれて
いるものです。
続いて、一般歳出が8,070億円とありますが、

総務省は恩給制度を所管しており、この予算が
非常に大きなウエートを占めております。これ
を除いたその他の政策的経費が、実質的な政策
予算です。それが4,344億円、対前年比24.6％
の増となっており、地方創生の推進のため、か
なりの増額の予算計上になっております。

資料 3
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さらに、特別会計として、東日本大震災復興
特別会計がありますが、この大宗を占めている
のも地方交付税です。被災地において、復旧・
復興事業が展開されています。国直轄事業負担
金、国の補助事業の裏負担分、これはすべて震
災復興特別交付税で措置をしています。他にも
被災地の単独の復旧事業に係る地方負担分も震
災復興特別交付税ですべて措置をしていますし、
被災地において地方税の減免などを相当行って
います。その減免分もすべて措置をするという
ことで、5,900億円弱の震災復興特別交付税が
27年度予算に計上されています。
以上が基本的な枠組みでございますが、資料
4で、総務省の27年度の政策予算はどのような
柱立てになっているのかということを説明いた
します。
第 2次安倍内閣になり、平成24年12月に新藤
総務大臣が就任いたしましたが、そこでまず総
務省の予算を編成するに当たって、ミッション
が打ち立てられました。そのミッションは「つ
くる」という言葉と「まもる」という言葉で 5
本の柱になっています。 1つ目が「元気をつく
る」、 2つ目に「命をまもる」、 3つ目に「便利

なくらしをつくる」、そして 4つ目に「みんな
の安心をまもる」、 5つ目に「国の仕組みをつ
くる」です。
このミッションに基づき、総務省の政策予算

が構成されています。まず、「元気をつくる」
の柱には、地方の地域活性化対策事業等様々な
取り組みを財源面で支える地方交付税が組み込
まれています。
それから「地域の元気創造プラン」というの

は、総務省も事業官庁的に事業を推進しなけれ
ば、地方の景気・経済はよくならないという考
えの下、地方を元気にするために、予算面で地
方を応援していこうというものです。このため
地域経済循環創造事業交付金をつくりました。
平成25年から、それが動き出しております。
それから総務省はICT（情報通信技術）を所

管しております。これからの地域活性化対策に
ICTは欠かせません。教育、医療、福祉、そし
て防災、ありとあらゆる分野にICTを活用して、
地域の活性化を図っていかなければならないと
いうことで、これにもかなり大きな額の予算が
計上されております。
また、ICT共通基盤の実現のため、特に条件

資料 4
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不利地域への光ファイバー網の普及を率先して
やってまいります。
さらに、国際戦略として、国際放送の充実強
化と併せて、 4 Kや 8 Kという高精細度の映像
を提供するテレビを東京オリンピック、パラリ
ンピックに向けて着実に進めていくための予算
なども計上されています。
続いて、「命をまもる」のところでは、東日
本大震災からの復興のための震災復興特別交付
税が計上されています。その次に、南海トラフ
地震と首都直下地震への対応をしっかり図って
いくため、消防防災体制の拡充強化を柱にして
おります。
消防は、常備消防と非常備消防の両輪で成り
立っていますが、常備消防については、緊急消
防援助隊という組織があります。大災害が起き
たときに、国家的な見地から全国の消防本部か
ら登録された部隊が応援に駆けつけるという仕
組みが、阪神・淡路大震災の教訓を機にでき、
これが拡充強化されております。それを今後
6,000隊にしていこうという予算です。さらに非
常備の消防団については、一昨年の12月に「消
防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す
る法律」が、議員立法により、全会一致で成立
しました。消防団の装備の拡充、処遇の改善を
図るための法律ですが、その趣旨に沿った予算
の計上がされています。
さらに、 3番目の柱の「便利なくらしをつく
る」のところでは、成長戦略にICTが欠かせな
いと申し上げましたが、当然、行政のICT化も
迫られています。業務の改善、効率化のために、
ICTを活用していくということですが、そのた
めの予算等が計上されています。
また、いよいよこの10月からマイナンバー（個
人番号）がそれぞれ全国の世帯に通知されます。
来年の 1月からはカードも申請により交付され
るという運びとなっており、その準備に必要な
予算も計上されています。
続いて 4つ目の「みんなの安心をまもる」の
項目ですが、その中で特にICTの安心・安全の

確保のため、サイバーセキュリティの強化を行
います。それから、放送ネットワークの強靱化
に係る予算も計上されています。
続いて 5番目の「国の仕組みをつくる」とい

う項目では、今年は国勢調査の年ですので、そ
の執行に必要な予算が670億円ほど計上されて
います。特に今年は国勢調査のオンライン調査
を積極的に行うこととしております。国勢調査
は基本的に個別訪問をして、調査票に記入して
いただき、それを回収するというやり方が一般
的ですが、パスワード、IDを通知した後、調査
票を送り、それに回答していただくことで、イ
ンターネット、スマートフォンによる回答を
1,000万世帯ぐらいからいただけるようにしたい
と思っています。そのような規模の調査は、世
界でも行われておりませんで、これをビッグチャ
レンジと称して、準備をしているところでござ
います。
以上が総務省の予算の柱立てですが、皆さん

のご関心事項は地方財政の問題だと思いますの
で、それについて丁寧に説明いたします。

平成27年度の地方交付税について
資料 5にあるように、まず、27年度の地方交

付税をどのように確保するのかということです。
まず一番左側に入口ベース（一般会計から交

付税特別会計に入るベース）で、15.4兆円と書
いております。ここでは地方特例交付金（約
1,000億円）が除かれております。
この15.4兆円の内訳は、その下にあるように、

交付税法定率分（法定 5税分）が13.6兆円。こ
れは、法律によって決められている交付税の額
ですが、これでは到底足らないので、国庫当局
との折衝を経て1.9兆円を一般会計から加算した
ものが、交付税特別会計に入ってきています。
交付税特別会計は、資料 5の中の中央の四角

にありますが、この中でもいろいろなやり繰り
をいたしまして、最終的に出口ベースの交付税
（地方団体に配分されるベースの交付税）を、
一番右側にあるとおり、16.8兆円を確保しました。
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どのようなやり繰りがこの交付税特別会計の
中で行われたかというと、最終的に1.3兆円の上
積みをひねり出したという格好です。この枠組
みの内訳をご覧いただくと、地方法人税の法定
率分（0.5兆円）というのがあります。これは国
税 5税の一定率分で一般会計から入ってくるの
とは別に、交付税特会に直入されている法定率
分であり、もともと地方税である法人住民税の
法人税割を一部（都道府県分、市町村分合わせ
て4.4％分）、国税にして、それをすべて交付税
特会に直入し、交付税として配るというものです。
法人住民税収は、当然のことながら大都市部
などの財政力が豊かなところが多く、それを一
部交付税特会に直入することで、偏在是正を図
ります。そういう仕組みが26年の10月 1日から
施行されており、27年度には、4,770億円（図
中は0.5兆円と記載）が入ってくることとなりま
した。これが 1つの大きなプラス要素であります。
その他、前年度からの繰越金が0.9兆円。また、
特別会計の剰余金を1,000億円活用させてもら
います。一方で、特別会計には交付税について
の借金もありますので、これまでの借入金の償
還、利子の支払いがあります。これを合わせる

と0.5兆円がマイナス要因となります。
最後にプラス要因としまして、地方公共団体

金融機構の金利変動準備金を使わせていただい
ております。これは27年度から 3カ年間で0.6
兆円ということで措置されますが、27年度はそ
のうちの半分の0.3兆円を使わせていただきまし
て、合わせて1.3兆円の額を工面し、最終的に
16.8兆円が地方団体に配分されることになります。
資料 6、資料 7ではそのポイントを紹介して

いますが、平成27年度は地方創生のいわば元年
ですので、これにしっかりと取り組めるように、
必要な財源を確保する必要があり、まち・ひと・
しごと創生事業費 1兆円を確保いたしました。
その 1兆円を確保するに当たり、半分（0.5兆円）
は、地域の元気創造事業をやっておりましたの
で、基本的にはそれらの既存の歳出を振り替え、
残り0.5兆円は新規財源を捻出いたしました。
その新規財源の内訳は、まず先ほど申し上げ

た法人住民税法人税割の交付税原資化に伴う偏
在是正効果分が0.1兆円分あります。
それから 2つ目に書いてあるのが、金利変動

準備金の活用で0.3兆円。それともう 1つの柱
が、過去の投資の抑制による公債費の減です。

資料 5
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公共投資なども、随分と抑制基調が続いており、
公債費の縮減が図られてきましたので、それに
伴う一般財源を活用するというのが0.1兆円。こ
のような格好で、まち・ひと・しごと創生事業
費 1兆円をトータルで確保いたしました。これ
は地方創生を進めるに当たって、非常に大きな

意味がある財源確保です。
最終的に、一般財源総額は、対前年比1.2兆

円の増となり、61.5兆円となっております。一
般財源総額の中身も、質的に改善をされている
と言えるのは、景気が少しずつよくなっていま
すので、地方税収がプラスに転じていることと、

資料 6

資料 7
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消費税が平成26年 4月から 8 ％に引き上げられ、
それが平年度化されて、27年度はさらに増えて
まいります。そういう効果もあり、地方税収が2.5
兆円の増になっています。
このような要因がある中で、交付税は、出口
ベースで16.8兆円と0.1兆円しか減っていません。
地方税がかなり伸びながら、交付税はそんなに
減っていない。ここで何ができるかというと、
今回、臨時財政対策債の額を1.1兆円も縮減す
ることができました。この赤字地方債である臨
時財政対策債の縮減は大きな課題です。財政の
健全化を図るためには、どうしてもこれを縮減
していかなければなりません。それを1.1兆円も
縮減することができたということで、額的にも、
質的にも、今回、一般財源の充実が図れたと言
えると思います。

地方交付税の法定率の見直しについて
次に資料 7の⑷をご覧下さい。「地方交付税
原資の安定性の向上・充実を図るため法定率を
見直し」と見出しがあります。交付税率は法律
で決まっておりますが、法定 5税（所得税、法
人税、消費税、酒税、たばこ税）について、こ
の法定率の見直しが、今回図られました。所得
税については、現行32％のものを33.1％に引き
上げ、一方で法人税（現行34％）のほうは
33.1％にそろえております。また、酒税を現行
32％のものを50％に引き上げて、たばこ税は
25％のものをゼロにいたしました。
これにどのような意味があるかと言いますと、
法人関係税は、これから法人実効税率の引下げ
を図っていく方向となっていますし、また、景
気変動にも左右されます。一方で所得税は安定
的な財源であり、伸長性もあります。その率を
将来のために33.1％に上げました。この所得税
の32％というのは、昭和41年以来ずっと変わり
ありませんでしたので、今回の引き上げは、何
と49年ぶりの引き上げということになります。
また、酒税を32％から50％に上げたというの
は、酒税は全て国税なので、半分は交付税でい

ただくという整理を今回させてもらいました。
今、いろいろな地酒も非常に人気を呼んでい

ますし、各地方で酒の消費はなかなか衰えるも
のではありません。一方、たばこは国と地方で
半分ずつ50％、50％で分け合って税を取ってい
ます。その国税分の50％のうちの25％をさらに
交付税でいただいていましたが、それをお返し
します。たばこ税についてお返しするというこ
とは、つまり、税そのものが国税、地方税半々
ですから、半々の形で取り合うという格好にな
ります。
要するに国と地方で酒税とたばこ税の取り分

は、半々の取り分にしたという整理になりました。
このベースで、27年度分がどういう損得勘定

になるかというと、見直しによる法定率分の増
としては900億円程度ですが、所得税の法定率
分を引き上げたというのは、将来的に非常に期
待を持つことが出来る措置だと思います。地方
団体関係者には、総じて大変喜んでいただいて
おり、地方創生元年にふさわしい成果であると、
私どもも説明をしているところであります。

平成27年度地方税制改正について
続いて資料 8で、地方税制をご覧いただきま

す。税制につきましては、 1年程前になります
が、総理がダボス会議（世界経済フォーラム）
に出席し、法人が国際的な競争を勝ち抜いてい
くためには、法人実効税率をもう少し下げてい
かないと厳しいということを表明され、26年度
の年度当初から、法人税改革が論議をされてき
ました。
政府税制調査会でも論議され、年末の与党税

調でこれが大きな課題になりました。法人実効
税率を下げる一方で、収入に穴が開いてはいけ
ませんから、代替財源をどうするかという議論
と並行して行われました。
その結果、地方税については法人事業税の外

形標準課税の拡大を行うということになりまし
た。現行では、資本金 1億円超の普通法人に、
外形標準課税が導入されていますが、平成27年
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度税制改正で、今後 2年間で、現在 4分の 1に
適用されているものを、 8分の 3に、そして 2
分の 1に段階的に拡大をするというところまで
決定いたしました。
それに伴って所得割の標準税率は現行、7.2％
が 6 ％に、そして28年度には4.8％に下がりま
す。国、地方を通じた法人実効税率が現行、
34.62％になっているのが、平成27年度は
32.11％（△2.51％）に、28年度は31.33％（△
3.29％）になります。国、地方を合わせて、実
効税率が3.29％下がります。この3.29％のうち
の1.5％と、半分近くは地方法人課税分ですの
で、このような格好で実効税率の引き下げに寄
与したということです。
もともと外形標準課税は資本金 1億円以上の
法人に課されていますが、資本金 1億円以上の
企業についても、極力、影響が出ないようにし
ました。一定規模以下で外形標準課税を導入し

たことによって、負担増が大きくなる企業につ
いては、 2年間に限って、負担増を原則として
2分の 1に軽減するという措置も併せて講ずる
ことにいたしました。また、デフレ脱却のため
に賃上げの要請を行っているので、賃上げを促
進するという効果を狙い、給料増加分の負担は
軽減をするという措置も併せて講じています。

車体課税について
車体課税の見直しも27年度の地方税制改正の

大きな焦点でありました。消費税の引き上げ時
期が 1年半先送りをされましたので、これに
伴って自動車取得税の廃止も、併せて先送りに
なりました。これは26年度税制改正で消費税率
を10％に引き上げたときに、併せて自動車取得
税を廃止すると決まっていましたが、それは先
送りになったということです。そのことと併せ
て、自動車取得税のエコカー減税の見直しを

資料 8




