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げましたが、これは全額国費でした。新型交付
金は、事業費ベースでは2,000億円と、「地方創
生先行型」交付金の額を上回っているものの、
国費の出し方が足りないということであります。
そこで、平成27年度補正予算において、1,000
億円（補助率10分の10）の交付金を計上しまし
た。したがって、平成28年度は、平成27年度補
正予算で計上した1,000億円（補助率10分の10）
と、平成28年度当初予算で計上した1,000億円
（補助率 2分の 1）が、地方団体が活用できる
お金ということになります。この 2つを有効に
活用していただきたいと思います。
3点目はこうした国の補助金や交付金という

のは、使途が特定された財源であり、地方団体
は、自らの状況に応じて地方創生を成し遂げる
ために、どういった政策が有効であるかを考え
て総合戦略を作っていますから、必ずしもこう
した国の補助金や交付金に合う事業ばかりでは
ありません。
したがって、地方創生を本格的に進めるため
には、やはり自治体が自由に使える財源を準備
する必要があると我々は考えました。そこで、
資料 4の一番下にある通り、平成27年度から地

方財政計画に、地方創生のための歳出枠（ 1兆
円）を設けることにしました。地方財政計画に
歳出枠を設けるということは、地方税と地方交
付税を合わせた一般財源をそれだけ確保すると
いう大事な意味があります。平成28年度も同様
に 1兆円を計上することとし、少なくとも 5年
間はこの程度の規模を維持することとしており
ます。こうしたことで、地方創生に本格的に取
り組んでいただきたいと考えております。

平成28年度地方財政計画について
毎年、国の予算編成と並行して地方財政の収

支の見通しを行います。多くの場合は収支ギャッ
プがあるわけですが、このギャップを上手に埋
めて翌年度の地方財政がうまく回るようにする
というのが地方財政対策の意味であります。平
成27年12月22日に総務大臣、財務大臣の折衝で
決着しました。
最近の地方財政の現状をご覧いただきたいと

思います。資料 6は近年の地方財政の財源不足
の状況を示したものです。折れ線グラフは、地
方税・地方譲与税の収入額を示しています。こ
れで見ますと、リーマンショックで地方税収が

資料 5
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大幅に落ち込むと同時に、棒グラフで示してお
ります財源不足額が大きく拡大しています。
リーマンショックの前までは税収の回復も好調
で、景気がいいと言われた時であったため、財
源不足額は 4、 5兆円程度でした。
しかし、リーマンショックで税収が落ちたた

め、財源不足額が拡大し、平成22年度の財源不
足額は18.2兆円にまで膨らみました。その後 3、
4年低迷が続きましたが、アベノミクスの効果
もあり税収が増加してきており、ここ 2、 3年
は財源不足がかなり縮小してきております。も
う一息というところまで来ているかと思います。

資料 7

資料 6
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資料 8

資料 7は、地方一般財源総額の推移を見たも
のです。地方財政対策が決着し、地方財政計画
を策定すると、地方交付税の総額が注目されま
す。地方交付税が増えたから良かった、減った
から悪かったというような評価をされる方がい
ますが、これは必ずしも適当ではありません。
歳出が一定だとすると、地方税と地方交付税
というのは一種代替関係にあります。地方税収
が増えれば地方交付税は少なくて済み、地方税
収が落ちれば地方交付税は増やさないといけな
いという代替関係にありますから、正しくはこ
の 2つを合わせた地方一般財源総額で見るとい
うことが大事なポイントになります。近年は財
源不足が生じているため、なかなか地方交付税
を現金で埋め切れず、臨時財政対策債という赤
字地方債を発行して財源不足を埋めているため、
この 3つを合わせて一般財源総額ということに
なります。
資料 7をご覧いただきますと、年によって内
訳が変動しております。リーマンショックなど
により税収が減少すると、地方交付税や臨時財
政対策債が大きく増加しています。近年の地方
一般財源総額は、59兆円程度で安定的に推移し

ています。特に直近 3年間をご覧いただきます
と、60兆円、61兆円まで達しております。先ほ
ど申し上げました通り、平成27年度は地方創生
を進めるための財源として 1兆円の一般財源を
確保したことなどにより、大幅に地方一般財源
総額が増加しています。
近年、多くの自治体では比較的落ち着いて財

政運営を行っていることと思いますが、これは、
地方一般財源総額が安定しているということが
大きな要素となっています。したがって、今後
も一般財源の動向を注視していく必要があり、
我々は一般財源をきちんと確保していくという
ことになります。
資料 7の表で平成16年度のところをご覧いた

だきたいと思います。平成16年度の地方一般財
源総額は56.5兆円ということで、前年度から比
べると 2兆円ほど一般財源総額が減りました。
各自治体が、平成16年度の予算編成をする段階
になり、とてもこんな一般財源では予算が組め
ないという声が多数あり、我々も随分批判をい
ただきました。極端に急に一般財源総額を減ら
すということは、なかなか現場はついてこれな
いため、このようなことがないようにすること
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も重要であります。
毎年 6月にいわゆる「骨太の方針」が閣議決
定されます。「骨太の方針」は、その後 1年間
のわが国の経済財政運営の基本的な方向を定め
る重要なものです。昨年は平成27年 6月に、い
わゆる「骨太の方針」が閣議決定されておりま
す。平成27年度の「骨太の方針」の大きな特徴
として、 1年間の経済財政運営の方向だけでは
なく、今後数年にわたる財政健全化計画が盛り
込まれたことが挙げられます。
国・地方を合わせたプライマリーバランスに
ついて、2015年度（平成27年度）までに2010
年度（平成22年度）に比べ赤字の対GDP比を半
減、2020年度（平成32年度）までに黒字化、そ
の後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目
指すという財政健全化目標が設定されました。
財政健全化目標は、去年初めて設定されたの
ではなく、リーマンショック後、民主党政権に
なってから、従来の目標は、とても達成できる
ような状況ではなくなったということで、目標
が再設定されました。その後、財政健全化目標
が国際会議の場などで度々表明されて、一種の
国際公約のようなものになっていき、自民党へ
政権交代してからも引き続き維持されていると
いうのがこの目標です。
資料 8をご覧ください。折れ線グラフがプラ
イマリーバランスの対ＧＤＰ比で、実績値と推
計値です。これは、平成28年 1月半ばに、平成
28年度当初予算などの結果を踏まえて、内閣府
で試算したものです。2010年度（平成22年度）
が起点になりますが、その時は赤字が▲6.6％で
した。2015年度（平成27年度）に赤字の対ＧＤ
Ｐ比を半減するということは、▲3.3％にすると
いうことで、2020年度（平成32年度）までに黒
字化するということは、 0を超えることが目標
であるいうことです。
この推計値をご覧いただきますと、2015年度

（平成27年度）の半減目標は達成できている一
方、2020年度（平成32年度）の赤字の対ＧＤ
Ｐ比は、なお▲1.1％、額にして6.5兆円の赤字

が残る試算になります。この赤字を解消して黒
字にもっていくことが、今後の目標になります。
しかし、この目標は極めて困難であると言わ

れております。プライマリーバランスを改善す
るためには、税収を増やすか、歳出を減らすか、
あるいはその両方ということになります。一言
で言うと簡単ですが、この試算は、様々な経済
政策がうまくいって、日本の経済が再生するこ
とを前提とした「経済再生ケース」です。例えば、
名目ＧＤＰは平均 3 ％伸びていくことを前提に
しているため、税収も自然増収が出てくるとい
うことを前提にしています。また、消費税収は
8 ％から10％に引き上げられることを前提にし
ています。
一方、歳出は相当抑制しており、社会保障関

係費を除く他の経費は物価上昇分以内に抑えて
います。歳入は税収を多く見積もり、歳出を抑
えていてもなお、こういった試算結果となって
います。もちろん、単純にＧＤＰを 5％や 7 ％
伸びていくことを前提とすれば、税収増の試算
が出ますが、それでは机上の空論になってしま
います。
歳出については、社会保障関係費が占める割

合が大きく、なかなか削りづらい状況になって
おりますが、目標を達成するためには何とかし
なければなりません。2018年度（平成30年度）
の数値をご覧いただきますと、推計では▲1.7％
となっていますが、中間の目標として、2018年
度（平成30年度）の赤字の対ＧＤＰ比を▲ 1％
までもっていこうとされています。
2018年度（平成30年度）に赤字の対ＧＤＰ

比▲ 1 ％の目標が達成できないとする場合には、
あらためて歳出・歳入両面から、2020年度（平
成32年度）までにプライマリーバランスの黒字
化という目標を達成するための方策を考えると
いうことになっております。予定どおりであれ
ば、2018年度（平成30年度）には消費税率は
10％まで上がっています。したがって、税収を
増やすということになると、ＧＤＰの伸び、あ
るいはそれに伴う自然増収に期待するほかに、
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消費税率の更なる引き上げについて、その時点
で議論できるかどうかということが、 1つ大き
な課題になるだろうと思います。
もう 1つ歳出のほうで見ますと、先ほど申し
上げましたが、高齢化に伴う自然増もあり、社
会保障関係費の占める割合が非常に大きくなっ
ているため、なかなか削りづらいという状況に
ある中、これを抑制できるような制度改正を考
えるのかどうかということも問題になってくる
であろうと思います。
こうした中、地方財政を見ますと、社会保障
の次ぐらいに大きなウエートを占めていますか
ら、歳出抑制という方向で検討することになる
と、地方財政にも削減のプレッシャーが掛かっ
てくるということになります。したがって、
2018年度（平成30年度）の今時分くらいから夏
にかけては、地方財政にとっては相当厳しい議
論が展開されるのではないかと予想しております。
このような大きな財政健全化の目標を設定す
る中で、地方財政については重要なことが決め
られております。それが資料 9です。「骨太の
方針」の地方財政の記述には、非常に細かいこ
とがたくさん書かれておりますが、大事なこと

は一番下の下線の部分です。
「地方の歳出水準については、国の一般歳出
の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ
地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源
の総額について、2018年度（平成30年度）まで
において、2015年度地方財政計画の水準を下回
らないよう実質的に同水準を確保する」とされ
ています。先ほど見ましたように、平成27年度
の一般財源総額は61.6兆円でありまして、平成
28年度は61.7兆円ということで、ほぼ同規模を
維持しております。
過去から見ましても、この61.6兆円、61.7兆

円という数字は相当の規模に達していると考え
ています。その中には、地方創生のための歳出
枠 1兆円を計上したことなども大きな要素に
なっています。地方の一般財源総額について、
これからの 3年間はこの水準を維持するという
ことを決めたことは大事なことでありまして、
放っておくと高齢化が更に進んで社会保障関係
費に掛かる額が大きくなっていきます。
加えて、地方創生に掛かる額も考えると、お

金が掛かる要素が大きいため、今と同じ規模だ
とやっていけるのかという不安も確かにありま

資料 9
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すが、この61.6兆円、61.7兆円の規模が維持で
きれば、節約するところはして、地方創生等に
充てていくということも可能であろうと我々は
見ています。これは決して楽なことではありま
せんが、少なくともできないレベルではないと
見ています。
ここで大事なことは、この規模を維持すると
いうことは、かつてあったように地方交付税を
ばっさりと削るということはしないということ
を宣言していることです。これは先ほど申し上
げました、平成16年度に地方一般財源総額を 2
兆円減らした反省があり、少なくとも2018年度
（平成30年度）まではそういったことはしないこ
とを宣言しているため、これは地方財政にとって
は 1つの大きな安心材料になるだろうと思います。
これから地方創生に向けて、各自治体に一生
懸命取り組んでいただくようお願いしている時
に、一方で、今後の地方財政の見通しが立たず、
もしかしたら大幅に削られるかもしれないとい
う不安を抱きながら、地方創生に取り組むとい
うことはなかなかできないわけであります。そ
うした心配がなく、落ち着いてじっくりと地方
創生の課題に取り組んでくださいというメッ
セージであると受け止めていただきたいと思い
ます。これは大変大きなことであります。
若干繰り返しになりますが、その結果、平成
28年度の地方財政対策はどうなったかについて、
資料10から資料12をご覧いただきたいと思います。
まず、 1点目として、一般財源総額は、平成
27年度を0.1兆円上回る61.7兆円を確保したとい
うことですから、「骨太方針」に沿った形で決
着が図られたということになります。その内訳
をご覧いただきますと、地方税収が1.2兆円の増
と大幅に増えました。
地方交付税総額は、平成27年度と同程度の規
模ですが赤字地方債である臨時財政対策債が
0.7兆円の減と大幅に減っています。一般財源総
額は平成27年度と同規模でありますが、赤字地
方債が減り、地方税が増えたということで、一
般財源の質が良くなっているということが言え

るだろうと思います。
2点目は、歳出抑制に努めるということでは

ありますが、やはり必要なものにはきちんと財源
を振り向けなければなりません。したがって、平
成28年度の地方財政計画では、例えば自治体の
情報システムの改革や、高齢者の生活支援といっ
たものに取り組むために必要な経費を、重点課
題対応分として2,500億円を歳出に計上いたしま
した。また、地方創生に取り組むために必要な
経費については、引き続き 1兆円を計上してい
ます。さらに、最近特に問題になっている公共
施設等の老朽化対策のための経費として1,500億
円を計上するなど、必要な歳出はしっかりと計
上して、その財源の確保に当たったということ
であります。
3点目ですが、全体として地方財政の健全化

が進んだということであります。地方税などが大
きく伸び、リーマンショック以前の水準まで回復
してきました。その結果として財源不足が大幅に
減少しまして、この穴埋めとして発行してきた臨
時財政対策債を大きく減少させることができてい
ます。全体として地方財政の姿を見ると、かなり
改善された姿になっているであろうと思います。

平成28年度地方税制改正について
平成27年12月16日に与党の税制改正大綱が決

定されまして、地方税については例年に増して
大きな課題が多い年でありました。平成27年は
消費税の軽減税率をどうするかという大問題が
ありましたので、与党の税制調査会の審議が例
年よりも早く開始されました。予定では、その
消費税の軽減税率の問題については、11月中旬
頃までに結論を出そうということでした。その
後、例年の税制改正の議論をしていこうという
ことでありましたが、ご承知のとおり自公の溝
がなかなか埋まらず、先行き不透明な状況がずっ
と続きました。地方税について、重要な課題が
幾つもあったため、我々は大変心配しましたが、
結果的には十分な審議が行われて、良い結果が
得られたものと思います。
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資料10

資料11

資料12
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主な内容について述べます。資料13をご覧く
ださい。
1点目は法人税改革でございます。平成27年

度の改正では、日本の法人の実効税率が高いと
いうことが議論になりまして、これを20％台に
引き下げることを目指そうということが決めら
れました。国・地方を通じた法人実効税率とい
うことで、平成26年度は34.62％とありますが、
これを20％台にまでしようということを、 1年
前に決めました。
去年の暮れは、どのようにして20％台に引き
下げるかという具体的な中身を決めようという
議論がなされました。結果的に、平成30年度に
完成形（29.74％）になりますが、30％を切る
ところまでもっていくということが決められた
わけであります。
この中で地方税が非常に大きな貢献をしてお
りまして、地方税のうち、法人事業税の所得割
の税率を引き下げるということにいたしました
が、この税率を引き下げると税収に穴があきま
す。減収分については、外形標準課税の割合を
高めることによって埋め合わせるということで、
いわゆる歳入、税収に中立という形でセットが

されました。
2点目は、地方法人課税の偏在是正というも

のです。これも長らく懸案となってきたもので
ありました。もともと法人関係税については、
自治体間の差が非常に大きい税目であり、これ
をどうしたらいいのかという問題がありました。
消費税率を引き上げると、その中に地方消費税
が入っているため、地方消費税収が上がります。
そうすると、地方交付税の交付団体は、地方消
費税収は増えますが、その分地方交付税は減る
ということです。
ところが、東京都のような不交付団体は、地

方消費税収は増えますが、地方交付税はもとも
と受けていないため、純粋にその消費税分が増
えます。すると、自治体間の財政力格差がます
ます拡大するため、このままでいいのかという
議論が起こってきました。
それで資料14をご覧いただきたいと思います。

地方税のうち、法人住民税法人税割の一部を国
税化して地方法人税とするということで、平成
26年度改正で先行して、消費税率が 5 ％から
8％に上がった時にこの制度を導入しました。
今回、消費税率が 8％から10％に引き上げら

資料13
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れることに伴い、更にこの仕組みを深掘りしよ
うということにしました。都道府県の法人住民
税法人税割は、かつて5.0％だったものが1.0％
になり、市町村分は、12.3％から6.0％になりま
す。こういう形で、一部が国税としての地方法
人税に振り替わり、その全額が地方交付税の原
資になるように改正されました。地方交付税と
地方税の財源の量を見ると、制度改正前も改正
後も変わりありませんが、分配が変わります。
東京都を例に申し上げます。法人住民税法人
税割の中身は、もちろん東京都が非常に大きな
割合を占めていますが、一部が国税化するため、
東京都も含めて全部の団体が減ります。地方交
付税の交付団体は減った分は、地方交付税で補
填されるわけです。東京都は減ってもなお不交
付団体ですから、地方交付税が来ないというこ
とになります。全体を見ますと、不交付団体の
税収が他の団体に地方交付税として回っていく
ということで、これが偏在性と財政力格差の拡
大を防ぐ手段として導入されました。
これは市町村にも大きな影響を与えることに
なりますので、それを緩和するためにも、法人
事業税の一部を法人事業税交付金として市町村

に交付する制度も新しく同時に作ることにして、
なるべく影響が少ないようにしております。
長年課題であった地方法人課税の偏在是正は、

これで恒久的な仕組みとして決着をすることに
なりました。特に法人住民税収の大きな自治体
や不交付団体からは不満が出ておりますが、一
方で消費税率の引き上げに伴って地方消費税の
収入が増えるということがあって基本的にはそ
の枠の中で行われるということですので、ご不
満はあると思いますが、我々とすればぜひご理
解をしていただきたいとお願いをしている状況
であります。
資料15をご覧ください。車体課税について、

消費税率が10％に引き上げられる時に、都道府
県税としての自動車取得税が廃止されることと
同時に、自動車税と軽自動車税に新たに環境性
能割というものを導入することが決まっており
ました。その具体化をめぐって議論が紛糾しま
して、制度設計は先に延ばせばよいというよう
な声も随分ありましたが、まずまずの形で具体
化が図られました。
もともと自動車関連税制をめぐっては、車体
課税、燃料課税などを諸々考えると税負担が重

資料14



講　 演

いという問題意識が自動車業界などには強くあ
るため、次年度の税制改正以降もこの自動車関
連税制をめぐる議論というのは、引き続き行わ
れるだろうと思います。地方にとって重要な税
収、税源になっているもので、何の代替措置も
なく、ただ引き下げるというような状況にはない
ということを申し上げているわけですが、この辺
も大きな議論になるであろうと考えています。
次に地方消費税について申し上げます。消費
税に軽減税率が導入されることになりました。
複数税率と言ったほうがよいと思います。酒類
及び外食を除く飲食料品の消費税率については
8 ％、他は10％という形で決着したわけであり
ます。線引きがうまくできるかという技術的な問
題ももちろんありますが、同時に、大幅な減収
が生ずるということが問題になりました。
酒類と外食を除く飲食料品に軽減税率を適用

すると、 1兆円程度の税収が減るという計算で、
この減をどのようにして埋めるかということが大
議論になりましたが、残念ながら去年の議論で
はその具体的な結論は得られていません。平成
28年度末までに法制上の措置等を講ずるという
ことですから、何か他の税収を見つけるか、税

源を見つけるか、計画していた歳出を削るかと
いうことについて考えなければならないことにな
ります。
今回は 8％から10％へ 2 ％上がると言われて

おりますが、 1兆円の中には地方の取り分もあ
ります。地方消費税収と国税の消費税のうち地
方交付税の原資となる分を合わせますと、全体
で約 3割が地方の取り分となるため、 1兆円税
収が減るとなると、地方の取り分が約3,000億円
減るということになります。この穴を空けたま
まにはできないため、何らかの形で埋めなけれ
ばならないということになります。今後、 1兆
円の減をどういう形で埋めるかという議論が進
んでいきますが、その中で同時に国と地方の調
整が必要になると思いますので、これも今年の
非常に重要な課題になると思います。
資料16をご覧下さい。中小企業による設備投

資を支援するために、中小企業が新規取得した
一定の機械及び装置に対する固定資産税の課税
標準を 3年間、 2分の 1とする特例が新しく創
設されることになりました。これに対し、自治
体からは、償却資産に掛かる固定資産税の税収
に穴が空くことを心配する声が上がりました。

資料15



「地方行財政の課題について」

ただ、今回決まったことは、一般的、恒久的
な負担軽減制度として作られるものではないと
いうことです。負担軽減措置を講じるが、 1つ
新しく特別の法律を作ることや、中小企業は生
産性向上計画を作って国の認定を取ること、平
成30年度までの取得を対象とした時限措置にす
るというような条件の下で行うことになります。
また、減収の規模も最大の年で180億円程度と、
そう心配しなくてもよい規模ではないかと考え
ております。
その他、ゴルフ場利用税については、オリン
ピックに向けてスポーツに課税するのはいかが
なものかというような声が随分高まってきまし
たが、今年も現行制度は維持するという結論に
なっております。また、農地保有に係る課税の
強化と軽減や企業版ふるさと納税制度の創設な
どが行われることになりました。

第31次地方制度調査会の答申について
第31次地方制度調査会は平成26年 5月に発足
し、任期は 2年とされています。発足に当たっ
て総理大臣から 2つの諮問事項が出されまして、
今日までその検討が進められてきました。資料

17の一番下をご覧ください。
1つは、「人口減少社会に的確に対応する三

大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方」、
もう 1つは、「議会制度や監査制度等の地方公
共団体のガバナンスのあり方」ということです。
今までに 3回の総会と28回の専門小委員会を経
て、 2月29日に開催された総会で答申がとりま
とめられております。
以下、法律制度の改正を伴うことを中心に、

主な内容を申し上げたいと思います。資料18を
ご覧下さい。
まず、第 1の諮問事項、地方行政体制のあり

方について、大きく 2つの点が指摘されていま
す。 1つは自治体間の連携を進めるべきだとい
うことであり、具体的にはこれまでも取り組ん
できました定住自立圏や連携中枢都市圏、こう
いった政策を進めるべきであるということが言
われております。もう 1つは外部資源を活用す
べきだということでありまして、窓口業務のよ
うに事実上の行為と公権力の行使が合わさった
ような包括的な業務についても、地方独立行政
法人の活用が可能になるような制度改正をすべ
きである、あるいは、そうした法人を共同で使

資料16
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えるような仕組みをつくるべきである、という
ような提案がなされております。
第 2はガバナンスのあり方ということで、長、
監査委員等、議会、住民それぞれについて提案
がなされています。
長については、内部統制体制を整備し、運用

する権限と責任があるということを法律上明確
化しようという提案です。財務事務や情報管理
などのリスクが起こり得る業務について、適正
な事務の処理を確保する体制をつくるというこ
とであり、これを整備して運用する責任が長に
はあるということを法律に書こうという提案で

資料18
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