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 2015年12月24日に2016年度政府予算案が閣議決定され、あわせて地方財政対策が公表さ

れ、2016年２月９日に地方財政計画が閣議決定された。2015年度は2014年末の衆議院解散

総選挙のため、１月の公表となったが、2016年度は例年通りのスケジュールとなった。 

 本稿では国の予算の動向を踏まえながら、新年度の地方財政計画の概要と特徴を解説し、

そこに内在する課題について述べていく。 

 

 

 1. 国の予算の動向 
 

(１) 2015年度補正予算【巻末資料１】 

   2016年１月20日に2015年度補正予算が可決成立した。目玉は2015年９月24日に首相

が新３本の矢の目標としてかかげた「一億総活躍社会」の緊急対策で、これにより

2016年度の先鞭をつけて2016年度予算へ勢いをつける狙いである。 

   総額3.3兆円のうち、一億総活躍社会対策として1.2兆円、ＴＰＰ対策0.3兆円、災

害復旧・防災・減災事業0.5兆円、復興の加速化等0.8兆円などとなっている。 

   一億総活躍社会対策では、希望出生率1.8、介護離職ゼロの緊急対策等0.4兆円、国

会審議で争点となった年金生活者等支援臨時福祉給付金0.4兆円、地方創生関連0.2兆

円などが計上されている。 

   地方創生関連では1,000億円の「地方創生加速化交付金」が計上され、昨年度の

「地位活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」の「地方創生先行型」1,700億円に

続くものとなった。昨年同様に補助率100％で、対象事業は昨年度補正の先駆的事業

分（上乗せ分）の系統に加え、一億総活躍社会緊急対策に資するものとその範囲を広

げている。ただし、交付金の要件となる地域の関係者との連携やＫＰＩ（重要行政評

価目標）の設定などは変わらない。 
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   自治体の自主的・主体的取り組みを支援しつつも、先駆性、とりわけ官民協働や地

域間連携、政策間連携の要素を申請時に求めるなど、昨年度よりも金額が少ない割に

は注文が多い。 

   これに対する歳入は、今年度税収の上振れ分１兆8,990億円および前年度の剰余金

などが充当され、国債発行に頼ることなく確保された。 

   補正予算で2016年度地方財政対策に関係するのは、2014年度、2015年度の国税決算

の剰余金および見込みの上振れ分の財源である。地方交付税の国税原資（法定率分）

は、当初予算の国税見込みに基づいて確保されるが、当初の見込みを上回る税収実績

で、地方交付税の法定率分が１兆2,651億円追加発生した。 

   これらの財源は地方交付税法では、年度内に特別交付税の加算することとしている

が、相当額の財政需要が見当たらないことなどから、同法の改正にもとづき、当該年

度の普通交付税の調整復活(１)に469億円をあて、残りの１兆2,644億円は2016年度の

地方財政対策分に繰り越される。 

 

(２) 2016年度予算案【巻末資料２】 

   2016年度一般会計予算案は2015年12月24日に閣議決定され、年明け１月22日に国会

に提出された。 

   予算規模は96兆7,218億円と昨年の96兆3,420億円を上回り、当初予算で過去 高を

記録した。 

   政府予算のポイントの資料では、冒頭に「経済再生と財政健全化の両立する予算」

をかかげ、公債発行額は前年度比２兆4,310億円減の34兆4,320億円、公債依存度は

リーマンショック前の水準35.6％まで低下したことを強調している。 

   歳入では国税が57兆6,040億円、前年度比で３兆円増と、2015年度よりは少ないも

のの高い伸びを見込んでいる。この結果、特例公債の発行が28兆3,820億円と前年度

より2.5兆円ほど縮小しており、歳入構造として改善している。 

   一方、歳出では公債費を除く基礎的財政収支対象経費が73兆1,097億円と微増にと

どまった。このうち社会保障関係費は4,412億円増に抑えられ、政府の経済・財政 

 

                                                                                 

(１) 普通交付税の算定にあたり、地方財政計画で決定された額に仕付けるために一律の調整率を

かけ、一部割落としている。調整復活は割落とし分を戻す措置である 



 

－ 3 － 

●－自治総研通巻448号 2016年２月号－● 

  再生計画(２)に沿ったものであると説明されている。 

   また、地方交付税等(３)は15兆2,811億円と前年度比2,547億円の削減で、主要経費

のなかで 大の減少額となっている。交付税の前年度比減は６年連続で、一般会計か

ら交付税特別会計への入り口ベースの額が抑制されている。 

   今回の予算は「経済再生と財政健全化の両立」が謳い文句ではあるが、名目成長率

3.1％というバブル期以来超えたことのない高い成長見通しに立脚した予算案が、果

たして両立しうるものなのか懸念される。 

   安心に見えながら、必ずしも安全ではないというのが、2016年度地方財政計画の前

提条件の印象である。 

 

 

 2. 地方財政計画の概要と特徴 
 

 毎年度、国が策定する地方財政の標準的な収支見通しである地方財政計画（以下「地財

計画」と呼ぶ）について、総務・財務両省の厳しい折衝を通じて、歳出に見合った歳入を

確保する対策を地方財政対策（以下「地財対策」と呼ぶ）と呼んでいる。これを通じて歳

出を裏付ける財源が確保されることから、地方全体のマクロの財源保障の役割を果たす。 

 国の当初予算案の閣議決定とともに明らかにされる同対策によって、自治体の一般財源

を保障する地方交付税の総額も決定されることから、新年度の自治体の予算案にとっても

重要な目安となる。 

 2016年度の地財計画は、2015年６月30日の「経済財政運営と改革の基本方針2015」（い

わゆる骨太方針2015）において、2018年度までにわたる一般財源総額の2015年度水準の確

保が明記されたことで、いわば財源保障の保険がかけられた上での対策となった。 

 今回の特徴は、歳入では国地方の高い税収見通しのもとで大幅な財源不足が縮小し、別

枠加算が廃止された点である。 

 歳出では引き続き地方創生関連の経費を維持しつつ、重点課題対応分として新たな経費

をちりばめたものとなった。 

                                                                                 

(２) いわゆる骨太方針2015に盛り込まれた計画で「デフレ脱却・経済再生」「歳出改革」「歳入

改革」を３本柱とし、基礎的財政収支の2018年度段階における赤字の対ＧＤＰ比１％程度を目

指し、社会保障や一般歳出の伸びを5,000億円前後に抑制することなどが目安とされた 

(３) 地方交付税と地方特例交付金が含まれる 
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(１) 地財計画の総額 ― 地方財政規模 

   まず、地財計画の概要から見ていこう。 

   以下ポイントについては図表１および巻末資料３を参照されたい。 

  ① 総 額 85.8兆円 

    財源保障の大枠となる地方財政規模は 通常収支分で約85兆7,593億円（前年度

比0.6％増 以下カッコ内は伸び率）で４年連続で前年度比増となった。 

    公債費を除く一般歳出総額でも69兆9,137億円（0.9％）で３年連続で前年度比増

となった。 

  ② 一般財源総額 61.7兆円 

    一般財源総額は61兆6,792億円（0.2％）で７年連続増、３年連続で60兆円超えと

なった。また、不交付団体の水準超経費を除く場合でも60兆2,292億円（0.1％）と

２年連続で60兆円を超えた。ただし、前年度の消費増税の平年度化などにともなう 

 

＜図表１＞ 地方財政計画、地方交付税の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(注) いずれも通常収支分、当初算定である。以下同じ 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 
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   伸び2.0％に比べて小幅となっている。 

    総務省担当者によれば、今回の地財対策では、一般財源総額のわずかな増額を確

保することに苦心したということである。骨太方針2015では脚注に「2018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」と明記されたが、地財折衝において財務省側が「下回らない」という部分を厳

格にみたと解釈することができる。 

    2004年度の骨太方針以来、明記されてきた「一般財源総額確保」は、地方側に

とって一般財源の安定的確保の安全弁として機能してきたが、今後、さらなる消費

増税や社会保障の充実などの経費増が控えるなかでは、これに見合った財源保障を

求める際の桎梏となる可能性がある。その意味では必ずしも楽観視できない文言で

ある。 

  ③ 地方交付税総額 16.7兆円 

    地方交付税総額は約16兆7,003億円（△0.3％）とほぼ前年度並みとなった。昨年

に引き続き地方税が伸び、財源不足が縮小するなかで、臨時財政対策債の圧縮がこ

れを吸収し、地方交付税自体の減少は小幅なものとなった。 

  ④ 東日本大震災分 1.9兆円 

    2012年度以来、地財計画の東日本大震災分として別立てで計上されており、2016

年度は総額約１兆9,109億円を見込んでいる。 

    このうち、被災地の復旧・復興事業は約１兆7,799億円である。 

    震災復興特別交付税については、2016年度以降は復興の集中期間から復興・集中

期間に移行し、復興の基幹事業や原発事故関連を除く地域活性化や防災などの全国

共通の事業の負担率を95％に引き下げ、残りを地方の一般財源負担とした。一般財

源充当分79億円がこれに該当する。 

    一方、全国防災事業は1,310億円が計上され、その内容は過去の緊急防災・減災

事業を含む公共事業の公債費負担のみとなった。 

 

(２) 財源不足と地財対策 

  ① 財源不足の状況 5.6兆円 

    地方財政の収支見通しの過程で収支不足が生じた場合に、地方交付税の加算、地

方債の増発などにより財源補てんを講じる対応が地財対策である。 

    図表２は2000年度以降の地財計画における歳出総額、地財対策前の通常の歳入見 
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＜図表２＞ 地方財政計画と財源不足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 

 

   込み、財源不足額の各状況である。 

    2016年度の財源不足は５兆6,063億円（△28.3％）と2010年度をピークに６年連

続の減少となり、2014年度以降はほぼ同一ペースで縮小している。歳出と地財対策

前の通常歳入の推移をみると、2013年度以降、歳出、歳入の双方が増加するなかで、

歳入の大幅な伸びにより財源不足が縮小していることがわかる。その点では2007年

度以前の推移が歳出抑制のなかで財源不足が縮小した状況とは異なり、当時の三位

一体改革と現在のいわゆる地方創生関連対策との政策の違いが表れている。 

    歳入の伸びは後述するように地方税や地方交付税法定率分の増収が寄与している。 

  ② 地財対策の状況 

    以上のような財源不足の縮小のなかで、地財対策のメニューも前年度に比べて簡

素なものとなった。 

    図表３は過去３年間の地財対策の内容を整理したものである。2016年度の対策の

内容は以下の通りである。 
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＜図表３＞ 2016年度地方財政対策の内容 

                           （億円） 

 地財対策の内容 2014 2015 2016 備 考 

地
方
交
付
税
の
増
額
等 

一般会計加算（小計） 41,186 21,155  8,283  

既往法定分  8,648  4,326  5,536
公共事業等臨時特例債の利子

負担等（過去の対策補てん） 

臨時財政対策特例加算 26,438 14,529  2,747
財源不足に対する国と地方の

折半分のうちの国負担分 

別枠加算  6,100  2,300

財源不足状況を踏まえた国と

地方折半外の加算（臨時措

置） 

その他（小計）  1,000  4,000  2,000  

地方公共団体金融機構の公

庫債権金利変動準備金活用 
  3,000  2,000

旧公庫債権の貸借金利差補て

んの準備金活用 

交付税特別会計剰余金活用  1,000  1,000
地方交付税特別会計の過去の

借入金の利子予算の不用額 

地
方
債
の
増
発 

地方債増発（小計） 63,751 53,049 45,780  

臨時財政対策債の発行 

（既発債） 
29,513 30,720 35,133 既発臨財債の元利償還相当 

臨時財政対策債の発行 

（新規） 
26,438 14,529  2,747

財源不足に対する国と地方の

折半分のうち臨財債の新規発

行分 

財源対策債の発行  7,800  7,800  7,900 建設地方債の充当率引き上げ 

 合計（財源不足額相当） 105,938 78,205 56,063  

＊ 表示未満四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 

(資料) 総務省ホームページ 地方財政対策関連資料より作成 

 

   ◆ 一般会計加算 8,283億円 

    【既往法定分】5,536億円 

     公共事業等臨時特例債の利子負担額等3,436億円および2005年度以降行われた

地財計画と決算との一体的なかい離是正分の一般財源相当額のうち、後年度補て

んするとしていた２兆9,224億円の一部2,100億円の合計である。 

    【臨時財政対策加算】2,747億円 

     2016年度のポイントの一つ目が臨時財政対策加算の大幅な縮小である。地方交

付税法の附則にもとづく国地方の折半対象となる財源不足が5,494億円と大幅に

縮小し、国の臨時財政対策特例加算は2,747億円となった。 

    【別枠加算廃止】 

     ポイントの二つ目はリーマンショック以来、国地方の折半とは別に補てんされ
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てきた別枠加算が廃止されたことである。 

     地方交付税法の附則で「総務大臣及び財務大臣が協議して定める額」とされ、

近年、「危機モード」から「平時モード」への回帰として、財務省側から廃止が

求められていた加算であった。年々縮小してきたが、今回、大幅な財源不足の縮

小で法改正により廃止された。 

   ◆ その他の交付税特別会計での確保 2,000億円 

     地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金は2015年から３年間で6,000

億円を活用することとなり、2015年度は3,000億円、2016年度は2,000億円が充当

された。 

     同準備金は地方公営企業金融公庫から引き継いだ債務貸付と資金調達金利との

逆ざやに備える引き上げ準備金であり、法律にもとづき国が不用と判断した範囲

で国庫に帰属することになっている。今回の活用により予定額の残額は1,000億

円となった。昨年度の活用額3,000億円は新設された「まち・ひと・しごと創生

事業費」の財源に充当する説明が、資料でなされていたが、今回も同事業費の財

源に充当される。 

     その他、例年、交付税特別会計借入金利子予算の不用額として充当されている

交付税特別会計剰余金は、制度上、翌年度の交付税等に加算されることになって

おり、今回は不用額が生じなかったと考えられるが、そうであるならば2009年度

以来のことである。 

   ◆ 地方債増発 ４兆5,780億円 

    【臨財債】３兆7,880億円 

     臨財債発行額は３兆7,880億円と前年度の４兆5,249億円からさらに縮小し、こ

のうち、国地方の折半ルールによる財源対策は2,747億円で、ほとんどが既発債

の元利償還分となった。財源不足の拡大がなければ、今後、臨財債の発行は実質

的な赤字地方債の借換だけの状況に近づいている。 

    【財源対策債】7,900億円 

     建設地方債の充当率の引き上げによる財源対策債7,900億円は、2001年度以来

の減少傾向のなかで久々に前年度比増となった。背景には投資的経費の微増によ

り増発の余地が拡大したためとみられる。 

 

 以上のように地財対策のうち国地方の折半による財源補てんは、ほぼ解消する状況に近
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づいており、その他は、過去の財源対策による補てんルール分と地方の借金が大きな割合

を占める状況になった。 

 財務省などから廃止を求められてきた別枠加算は、税収の伸びによる財源不足の縮小で、

結果的に不用となった。地方財政審議会（以下「地財審」と呼ぶ）はこれまで別枠加算相

当を交付税法定率の引き上げにより対応すべき主張をしてきたが、少なくとも当該加算部

分は現行の法定率で充足されたことになる。 

 しかし、同様に地財審が主張するように、臨財債についても本来は法定率の引き上げに

よる解消が求められるべきであり、依然として改革の課題は残されている。 

 

 

 3. 歳出見通しの状況（通常収支分） 
 

 ここからは地財計画の収支内容をみていこう。 

 まず、歳出見通し（通常収支分）からみていこう。図表４の各項目の推移と巻末資料３

をあわせて参照されたい。 

 

(１) 給与関係経費 20.3兆円 

   給与関係経費は20兆3,274億円（△0.0％）とほぼ前年度並みとなった。しかも退職

手当を除くと18兆5,807億円（0.3％）と微増で、前年度比増は2014年度以降３年連続

である。 

   ただし、計画人員では4,900人の純減となり、総数は230万5,257人となった。増減

の内訳では義務教育諸学校教職員が改善増を織り込みつつ3,142人の純減。教職員や

警察官、同事務職員、消防職員を除く一般職員が2,459人の純減。警察官が994人の増。

同事務職員が46人の減員である。 

   退職手当は退職者の減少にともない１兆7,467億円（△3.3％）である。 

 

(２) 一般行政経費 35.8兆円 

  ① 総 額 

    一般行政経費は35兆7,931億円（2.1％）で、社会保障経費の増加などにより補助

分19兆４億円（2.4％）の伸びが寄与しており、単独事業は14兆374億円（0.3％）

の微増である。 
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＜図表４＞ 地方財政計画（歳出）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上より作成 

 

    昨年度は消費増税の平年度化にあわせて社会保障充実分として計上額が増えたが、

今年度は、前年度並みの１兆3,548億円（前年度１兆3,517億円）、社会保障４経費

公経済負担増分3,684億円（前年度3,537億円）が計上されている。 

    ただし、まち・ひと・しごと創生事業費および重点課題対応分も単独事業とみな

せば、15兆円台となり、一般財源総額の確保には大きく寄与している。 

  ② 地方創生推進交付金地方負担分の計上 

    国の2016年度予算で1,000億円が計上される、いわゆる地方創生の新型交付金

「地方創生推進交付金」は、負担率が２分の１で残りの地方負担をあわせて2,000

億円の事業である。この地方負担部分については一般行政経費の単独分に計上され、

財源保障対象となる。 

  ③ 重要課題対応分の新規計上 

    重要課題対応分として新たに2,500億円が計上された。その内訳と地財計画の計

上額および普通交付税算定への反映状況は図表５の通りである。 
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＜図表５＞ 重要課題対応分の内訳と普通交付税における算定 

                             （億円） 

 地財計画

の計上額

普通交付

税算定額

うち 

道府県分

うち 

市町村分
算入項目 

自治体情報システム構造

改革推進事業 
1,500 1,395  340 1,055

消防費・戸籍住民基本台

帳費・包括算定経費 

高齢者の生活支援等の地

域のくらしを支える仕組

みづくり推進 

 500  400  400

 

地域振興費 

森林吸収源対策等の推進  500  330  140  190
林野行政費・林野水産行

政費 

(資料) 同上より作成 

 

    普通交付税算定への反映は該当項目の単位費用に加算される。また、地財計画の

計上額と普通交付税算定額の差は特別交付税対応と推察される。 

    ３つの事業内容の詳細は次のようなものである。 

   ◆ 自治体情報システム構造改革推進事業 1,500億円 

     自治体クラウドの推進、情報セキュリティ構造改革、マイナンバー制度の基盤

になる住基ネット等の運用、地方公会計システムの整備・運用、デジタル方式に

移行した消防救急無線システムの運用が対象となっている。その多くが全国的な

取り組みが求められる義務的な性格のものである。 

   ◆ 高齢者の生活支援等の地域のくらしを支える仕組みづくり 500億円 

     地域の高齢者の生活やくらしを守る地域運営組織の運営支援のための経費、地

域の住民同士の支え合いによる高齢者支援の取り組み（高齢者交流、声かけ・見

守り、買い物支援、弁当配達・配給食、雪下ろし等）にかかる所要の経費が対象

となる。 

     これらは地域による今後の取り組みを期待するもので、地域差をともなう政策

経費の性格をもっている。 

   ◆ 森林吸収源対策等の推進 500億円 

     地球温暖化対策として2020年度の温室効果ガス削減目標の国際公約、2015年12

月の国連気候変動枠組条約締結国会議（ＣＯＰ21）における国際的枠組み、さら

に2016年度税制改正大綱で国税版森林環境税の検討が明記された。 

     これらを背景とする自治体の温暖化対策を推進するために、林野台帳の整備の

推進、森林所有者の確定・境界の明確化、施業の集約化促進、林野の担い手対策、
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間伐等により生産された木材の活用といった取り組み経費を計上した。 

     環境関連経費も地域による差はあるものの、比較的全国的な取り組みが必要な

経費の性格である。 

 

(３) 地域経済基盤強化・雇用等対策費 0.4兆円 

   リーマンショック後の地財危機対策として、2009年度以来、項目名や金額の見直し

を経て、2012年度から同項目名で計上されてきたが、経済財政情勢が好転したことを

踏まえ、財務省から地財対策の別枠加算とともに縮減廃止が求められてきた。 

   今回、前年度から4,000億円削減され、4,450億円（△47.3％）となった。一方で前

述の重要課題対応分が2,500億円が計上されたことで、削減額の一部が振り替えられ

るかたちとなった。 

 

(４) 公債費 12.8兆円 

   公債費は12兆8,051億円（△1.1％）と３年連続で減少している。臨財債の元利償還

金が増加傾向にあるなかで、他の起債償還が減少している結果である。 

 

(５) 維持補修費 1.2兆円 

   近年の実績や地財計画と決算のかい離を是正しつつ、１兆2,198億円（5.1％）が計

上された。公共施設の老朽化問題が自治体の課題として注目されるなかで、今後も充

実が求められる項目である。 

 

(６) 投資的経費 11.2兆円 

   直轄補助事業５兆7,705億円（0.8％）および地方単独事業５兆4,341億円（3.0％）

の増加により、全体で11兆2,046億円（1.9％）と伸びた。 

   単独事業では公共施設等 適化事業費が前年度から1,000億円上乗せの2,000億円が

計上された。 

   地方単独事業は小泉政権下の三位一体改革で大幅に削減されて以来、公共事業の縮

減の実態とともに減少傾向にあったが、今後、公共施設の老朽化問題は充実すべき単

独事業の新たな経費として注目される。 
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(７) 公営企業繰出金 2.5兆円 

   普通会計からの繰出金の減少により、２兆5,143億円（△1.0％）と2011年度以来６

年連続で減少している。 

   公営企業債残高は2013年度決算で48.3兆円で2004年度の60.9兆円から年々減少傾向

にあり、元利償還にかかる普通会計繰出金も減少している。 

 

(８) 水準超経費 1.5兆円 

   地財計画では交付・不交付団体にかかわらず地方全体の収支見通しを計上するため、

不交付団体の地方税の増加は、地財計画上の財源不足を過小評価してしまうことにな

る。そこで、不交付団体の地方税の増加分のうち、標準的行政経費を超えた部分に相

当する経費を「水準超経費」として包括的に計上し、交付団体への影響を相殺してい

る。 

   近年、地財計画の総額が事実上の高原状態にあるなかで、水準超経費の増加は交付

団体の経費計上を圧迫するため、地方税の増加局面では地財計画策定の課題である。 

   2016年度も2015年度に次いで地方税が伸びたことから、水準超経費も１兆4,500億

円（5.1％）と増加したが、2016年度の地方税の伸び率とほぼ同じ2005年度（3.1％）

の水準超経費の伸び率が44.3％であったことから抑制が働いている。 

   この要因は2015年度以降の法人住民税の交付税原資化や2016年度の事業税の外形標

準化の拡大などが寄与しているとみられる。 

 

 

 4. 歳入見通しの状況 
 

 次に、歳入見通しについてみていこう。図表６の各項目の推移と巻末資料３をあわせて

参照されたい。 

 

(１) 地方税 38.7兆円 

   地方税は38兆7,022億円（3.2％）と高い経済成長率見通しを背景に６年連続で前年

度比増を見込んでいる。税収はリーマンショック前の40兆円台であった2007、2008年

度を除けば、2000年度以降では 高額となっており、前年度比１兆2,103億円増を見

込んでいる。 
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＜図表６＞ 地方財政計画（歳入）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上より作成 

 

   税目別の伸び率をみると道府県民税所得割1.2％増、法人税割18.0％減、法人事業

税16.7％増、地方消費税6.5％増。市町村民税所得割1.1％増、法人税割6.4％減、固

定資産税1.3％増と見込まれており、法人関係税の増減は次に述べる税制改正の影響

が大きい。 

   今年度は、安倍政権の法人実効税率の20％台への引き下げによる地方税関連の税制

改正の影響も見逃せない。2017年度以降の予定も含めた主なポイントは以下の通りで

ある。 

  ① 法人事業税の所得割税率引き下げと外形標準課税の拡大 

    法人事業税は2015年度税制改正大綱で、同所得割を2015年度に7.2％から6.0％、

2016年度にさらに4.8％まで引き下げるとしていたが、2016年度税制改正大綱では

2016年度にさらに3.6％に引き下げ、実効税率30％未満の達成に付き合わされるこ

とになった。 

    一方で減収対策として外形標準課税が拡大し、2015年度に従来の４分の１から８
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分の３、2016年度８分の４と引き上げる予定であったが、2016年度にさらに８分の

５まで引き上げられる。 

    また、同所得割を課税標準とする地方法人特別税については、これにあわせて税

率を引き上げる。 

    これらの見直しによる事業税の平年度ベースの影響額は、所得割は3,940億円の

減少、外形標準課税は3,900億円増とおおむね減収相当の税源が確保されるが、そ

れでも40億円は純減となる。また、付加価値割の拡大にともなう負担軽減措置の拡

充により380億円の減収が見込まれており、さらに減収幅は拡大する。 

    事業税税率見直しの詳細は図表７の通りである。 

  ② 2017年度以降の税制改正の影響 

    税制改正大綱では消費税の10％への引き上げにあわせて、次のような地方税にか

かる各種見直しが講じられる予定である。 

   ◆ 消費税の軽減税率導入 

     2015年３月末の2015年度税制改正関連法において、消費税の10％への2017年４

月からの再引き上げが決定された。その後、引き上げにともなう軽減税率のあり

方が政府・与党内で議論され、紆余曲折を経て、2015年12月16日の2016年度与党

税制改正大綱、24日閣議決定の政府税制改正大綱において、正式決定された。 

     その内容は、消費増税とともに酒類および外食を除く飲食料品および新聞の定

期購読料（週２回以上発行）について８％を適用するものである。 

     また、取引段階における軽減税率とその他の区分を明確にするインボイス（適

格請求書等保存方式）を2021年４月から導入し、その間は簡素な経理方式を採用

するとした。 

     図表８は国地方の消費税の配分状況である。軽減税率８％は現行の８％と税率

が異なっており、地方の率が高くなっている。関係資料では特に説明はないが、

10％の各税率に0.8を乗じた結果とみられる。 

     軽減税率の導入にともなう地方消費税および法定率分の減少が課題である。 

     高市総務大臣によれば（2015年12月15日記者会見）、地方の影響額は3,000億

円と試算されており、看過できない規模である。 

     大綱では安定的な恒久財源を確保するために、2016年度末までに歳入および歳

出における法制上の措置等を講ずるとしており、地方の減収対策も当然行われる

べきである。 
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＜図表７＞ 事業税および地方法人特別税の税率見直し 

                          （％） 

  2015年度 2016年度

付加価値割  0.72 1.2 

資 本 割  0.3 0.5 

所 得 割 

年400万円以下の所得
3.1 1.9 

[1.6] [0.3] 

400万円超800万円未満
4.6 2.7 

[2.3] [0.5] 

800万円超 
6.0 3.6 

[3.1] [0.7] 

(注) カッコは地方法人特別税等の暫定税率適用後の税率 

(資料) 2016年度税制改正大綱より作成 

 

＜図表８＞ 消費税の国地方の配分状況 

 

 現行８％ 軽減税率８％ 標準税率10％

国  分 6.30％ 6.24％ 7.80％ 

うち交付税分 1.40％ ？ 1.52％ 

＊法定率換算 22.3％ ？ 19.5％ 

地 方 分 1.70％ 1.76％ 2.20％ 

地方分計 3.10％ ？ 3.72％ 

(資料) 総務省 平成28年度地方税制改正（案）および2015年度 

   交付税法改正関連資料より作成 

 

   ◆ 地方法人税の拡大 

     税制改正大綱では2017年４月以降予定されている消費税の10％への引き上げに

あわせて、さらに地方税の偏在是正を講じるとしている。 

     具体的には法人住民税（道府県民税・市町村民税法人税割）の税率を引き下げ、

相当額の地方法人税の税率を引き上げ、交付税原資として繰り入れることになる。 

     詳細は図表９の通りである。 

     大綱では偏在是正による不交付団体の減収分を活用して、地財計画に歳出を計

上するとしている。さかのぼれば2008年度の地方法人特別税・譲与税の創設によ

る偏在是正効果を活用して、地方再生対策費4,000億円が地財計画に計上された

が、それ以来続く手法をさらに拡大することになる。 
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＜図表９＞ 法人住民税法人税割の見直し 

（％） 

  現 行 2017年４月１日以降の事業年度 

  標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 

法人住民税法人税割
道府県民税  3.2  4.2  1.0  2.0 

市町村民税  9.7 12.1  6.0  8.4 

(資料) 「大綱」より作成 

 

     この背景には地財規模、一般財源総額がほぼ横ばいで推移するなかで、不交付

団体の水準超経費の拡大による交付団体の歳出圧迫を軽減する目的がある。しか

し、不交付団体においても、その大半を占める大都市圏では特有の財政需要をか

かえており、必ずしも偏在状態だけでその是正の必要性を肯定しうるものではな

い。 

   ◆ 自動車関連税制 

     消費税10％の引き上げにともない自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動

車税について環境性能割が創設される。 

     すでに2015年度税制改正で平成27年および平成32年度燃費基準値達成度に応じ

た見直しが行われ、自動車取得税についてはエコカー減税の見直し、軽自動車税

についてはグリーン化特例が適用されているが、消費増税にあわせて新たな減税

制度に代わる。 

     税率は燃費基準値達成度に応じて、乗用車については非課税および１～３％が

設定される。営業車や軽自動車については当分の間２％を上限とする。 

     対象は新車・中古車問わず、当分の間、軽自動車税の環境性能割も都道府県が

賦課徴収する。 

     自動車取得税の廃止にともない、市町村の自動車取得税交付金も廃止されるた

め、これに代わり自動車税環境性能割の市町村交付金が創設される。 

     自動車取得税廃止の影響額は平年度ベースで1,075億円の減、一方自動車税環

境性能割で744億円の増が見込まれており、両者を比較した道府県税は331億円の

減収となる。 

     軽自動車税については147億円の増が見込まれている。 

     自動車関連でも特に道府県税の減収の影響は看過できない。また市町村交付金

も配分率が従前通りであれば、減収の余波を受けることになる。 
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     結局、消費増税にともなう自動車業界への配慮に巻き込まれた結果となる。 

 

(２) 地方譲与税 2.4兆円 

  ① 概 況 

    地方譲与税は２兆4,322億円（△9.4％）と２年連続の前年度比減となっている。 

    内訳をみると地方揮発油譲与税2,578億円（△3.2％）、石油ガス譲与税93億円

（△7.0％）、航空機燃料譲与税149億円（1.4％）、自動車重量譲与税2,626億円

（1.6％）、特別とん税125億円（前年度総額）、地方法人特別譲与税１兆8,751億

円（△11.7％）である。 

    大宗を占める地方法人特別譲与税の減少は、課税標準となる事業税所得割の税率

引き下げによるものである。 

    航空機燃料譲与税は2014年度の税制改正で譲与割合を着陸料割３分の１、騒音世

帯数割３分の２から､段階的に２分の１ずつに見直され､2016年に本則通りとなった。 

  ② 2017年度以降の見直し 

   ◆ 地方法人特別税・譲与税の廃止と事業税の復元、交付金化 

     2017年度の消費増税による地方法人税の拡大にあわせて、地方法人特別税を

2017年４月１日以降の事業年度に廃止し、地方法人特別譲与税も2018年８月の譲

与分をもって廃止する予定である。これにより、2008年度以来国税化されていた

事業税が完全復元される。 

     それとともに、2017年度４月１日より、事業税の一部を市町村間の偏在是正の

目的で、都道府県から市町村に交付する「法人事業税交付金」を創設する予定で

ある。税率は事業税の100分の5.4で、従業員数を基準に各都道府県内の市町村に

交付する。なお、東京都の特別区に関しては相当分を都区財政調整交付金の原資

にあてる。 

 

(３) 地方特例交付金 0.1兆円 

 住宅ローン減税の住民税減収補てん分は1,233億円（3.7％）と微増である。 

 

(４) 地方交付税 16.7兆円 

  ① 総額確保の状況 

    地方交付税は16兆7,003億円（△0.3％）とほぼ前年度並みである。 
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    図表10は地方交付税総額の財源内訳を、国の一般会計から交付税特別会計内への

繰り入れ段階である入り口ベースと交付税特別会計から地方への交付段階での出口

ベースのそれぞれの財源対策でみたものである。参考までに過去５年間にさかの

ぼって表した。 

    財源不足が大幅に縮小したのは法定率分および2015年度補正による交付税財源の

上振れ分の繰り越し金（表中の「前年度繰越金」）が寄与していることがわかる。 

    一般会計からの国税４税の法定率分が14兆5,106億円（7.1％）と前年度の13兆

5,500億円から大幅に伸びている。また、交付税特別会計へ直入される地方法人税

についても6,365億円（33.4％）と大幅に伸びている。 

    これらを合計した法定率分全体でみると15兆1,471億円（8.0％）で消費増税と

なった2014年度以降３年連続で高い伸びを示している。 

    2016年度の国税法定率分の伸びを当初予算ベースでみる、所得税が9.3％、法人

税が11.3％、酒税が3.9％、消費税が0.4％である。ただし、国の2016年度当初予算

の前提となる名目経済成長率が3.1％と極めて高い設定であることを踏まえると過 

 

＜図表10＞ 地方交付税総額の確保 

（億円） 

  2012 2013 2014 2015 2016 

入り口ベース

（一般会計内で

の財源対策） 

法定率分 110,517 112,304 122,191 135,500 145,106 

国税決算精算分 -4,464 -3,808 -3,145 -2,486 -1,811 

既往法定分 9,752 8,231 8,648 4,326 5,536 

臨時財政対策特例加算 38,361 36,045 26,438 14,529 2,747 

別枠加算 10,500 9,900 6,100 2,300 0 

小 計 164,666 162,672 160,232 154,169 151,578 

出口ベース（交

付税特別会計内

での財源対策） 

地方法人税法定率分 3 4,770 6,365 

交付税特会償還額 -1,000 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000 

特会借入利子 -2,428 -1,746 -1,729 -1,614 -1,584 

交付税特会剰余金活用 5,200 2,000 1,000 1,000  

前年度繰越金 4,608 2,199 11,349 9,224 12,644 

地方公共団体金融機構

準備金活用 
3,500 6,500 3,000 2,000 

小 計 9,880 7,953 8,623 13,380 15,425 

合 計 174,545 170,624 168,855 167,548 167,003 

 法定率分合計（参考） 110,517 112,304 122,194 140,270 151,471 

(資料) 同上の資料より作成。四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 
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   大評価となる可能性があり、その場合、後年度の交付税総額の減額精算に影響する

こともある。 

    次に大きく寄与している前年度繰越金は、前述のように2014年度の決算上剰余金

と2015年度決算見込み上振れ分であり、過去５年間でみても 大となった。あくま

で偶発的な財源であり、この点からみれば臨時財政対策特例加算の縮小や別枠加算

の廃止も一時的な状況に過ぎないといえる。 

    控除項目のうち交付税特会償還額4,000億円は、過去の交付税特別会計借入金約

33兆円に関する償還計画に沿ったもので、償還計画が見直された2011年度以来、計

画通りで推移している。 

  ② 基準財政需要額の見通し 

    各自治体の財源保障の枠となる基準財政需要額（臨財債振替前）の伸び率は、以

下のような見通しとなっている。 

     個別算定経費（歳出特別枠等関連および公債費、事業費補正除く） 

         道府県分 △0.5％程度 市町村分 0.0％程度 

     包括算定経費 

         道府県分 △7.0％ 市町村分 △6.5％ 

    これらの算定に影響する具体的な項目は不明であるが、個別算定経費は地財計画

の地域経済基盤強化・雇用等対策費の削減が影響しているものと推察される。 

    前年度に比べ極端な減少となった包括算定経費については、地方税の伸びにとも

なう留保財源の増加に対応する基準財政需要額の削減の影響とみられる。 

    このような留保財源の増加に対する需要額からの控除は、一般財源総額の大幅な

増額が困難ななかでは、交付税算定に大きな影響を及ぼす。 

  ③ 地域経済基盤強化・雇用等対策費の算定への反映 

    地財計画の地域経済基盤強化・雇用等対策費の4,000億円の削減にともない、普

通交付税算定項目の「地域経済・雇用対策費」の単位費用が引き下げられ、前年度

の4,400億円からおおむね半減し、2,300億円程度（道府県分1,000億円程度、市町

村分1,300億円程度）となる。 

    また、「活性化推進事業費」など、既存の各項目の単位費用に包括算入している

分についても、前年度の4,050億円から2,150億円程度（道府県分1,100億円程度、

市町村分1,050億円程度）に縮減する。 

    これらの見直しは、各項目の単位費用の減少要因となるが、一方で重点課題対応
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分が関連項目の需要額に算入されるため、全体でみた需要額の減少の影響は限定的

である。 

  ④ 重点課題対応分の算定 

    地財計画で新たに計上された「重点課題対応分」2,500億円の各事業は、図表５

で整理した通りである。 

  ⑤ トップランナー方式（巻末資料４参照） 

    2016年度の地方財政で政府は、2015年６月30日の骨太方針および12月24日の経

済・財政再生アクションプランにおいて、交付税算定に行政効率の高い自治体をモ

デルとして単位費用に反映させる「トップランナー方式」の採用が提案され、2016

年度から段階的に反映されることになった。 

    巻末資料や「留意事項等」によれば単位費用に計上されている23業務を対象に、

2016年度においてはおおむね16業務について複数年かけて（総務大臣提出資料では

３～５年程度）段階的に反映させるとしている。また、残りについても2017年度以

降の課題を検討して可能なものから導入するとしている。 

    具体的な算定の見直しは、標準団体の職員数などを見直しつつ、民間委託経費な

どに振り替えることで、単位費用の算定基礎の構造を変えることが予想される。 

    資料によれば小学校費等における学校用務員事務、清掃費における一般ごみ収集

などについて民間委託等の拡大を算定する方法などによる。 

    こうした見直しにより、単位費用自体がただちに減少するとは限らない。むしろ、

中長期に算定通りの委託が全国的に進めば、実態が単位費用を引き下げることにな

る。 

    なお、もしこうした見直しにより単位費用の引き下げが生じた場合、全自治体の

需要額に影響が及ぶものであり、財政力の低い自治体には不利に働くが、但し書き

にあるように小規模団体の需要に配慮して「段階補正の見直し」（「留意事項等」

に明記）を行っていくとしており、影響が緩和されることが予想される。 

    また、少なくとも2016年度の地財見通しでは、人件費の大枠である給与関係経費

は退職手当分を除きほぼ前年度並みで計上されていることから、交付税算定で単位

費用に含まれる給与費の合理化が単純に行われるというのも考えにくい。 

    たとえば、当初は実質的にはわずかな影響にとどめ、中期的には地財計画の給与

関係経費の削減にあわせて、段階的に引き下げる可能性がある。 

    いずれにしても、この算定が問題なのは、交付税算定が実態に先行して見直され、
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地方行革をさらに進めるアナウンス効果に狙いがあることである。これに乗じて、

個々の地方自治体が合理化を進めれば、今度は反対に地財計画や交付税がこの実態

を追いかけ、いわば財源保障のデフレスパイラルを招く可能性があり、自治体の対

応は慎重を要する。 

    なお、清掃費を例にあげれば、2000年代に入り民間委託の推進の実態を踏まえて、

単位費用における職員数や給与費を経年的に引き下げており、「トップランナー方

式」は、こうした算定の動向を改めて追認したに過ぎない。 

  ⑥ 基準財政収入額の算定に用いる徴収率の見直し 

    基準財政収入額の算定は、国が定める一人当たりの標準的な課税見込額に自治体

の納税者数を乗じて、基準税率（100％－留保財源率）の75％（一部100％もある）

を乗じて算出している。ただし、個人住民税や固定資産税等は、標準的な徴収率

（現年分）を基準税率に乗じるため、実質的な基準税率は75％とはならない。 

    たとえば個人住民税所得割、固定資産税（土地・家屋）は徴収率を98％で計算す

るため、基準税率は0.731（73.1％）となる。 

    政府は2016年度から標準的な徴収率について、実効性のある徴収対策を行ってい

る自治体上位３分の１の徴収率を、５年間で段階的に反映させることにした。 

    すなわち、高い徴収率を前提とした標準的な課税見込額で、基準財政収入額を算

定した場合、これを下回る自治体は相当額の一般財源を逸することになる。こうし

たインセンティブにより徴税努力を高めようという狙いである。 

    2016年度は、先ほどの例にあげた個人住民税所得割、固定資産税の場合、それぞ

れ98.1％に引き上げられ、５年後の2020年度には個人住民税については98.6％、固

定資産税の土地については98.6％、同家屋については98.5％が適用される予定であ

る。 

    ただし、徴収実績は景気動向の影響を大きく受け、効率的な徴収を行っている自

治体といえども、景気後退局面では徴収率が低下する傾向があり、徴収率を引き上

げ続けられるかどうか不透明である。 

  ⑦ 測定単位の見直し 

    2016年度は測定単位の改定年度が重なっていることも、各自治体の算定結果に大

きく影響することから注視する必要がある。 

    もっとも影響が大きいのは、国調人口の2015年国調の速報値に改定されることで

ある。これにより、需要額に占める割合の高い厚生費関連の需要に適用される人口
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や高齢者人口が置き換わるため、とりわけ人口減少傾向にある自治体では算定結果

が例年になく大きく変動する可能性がある。ただし、算定では人口急減補正のよう

に激変緩和が講じられる項目もあり、４月以降明らかになる省令などの内容を注視

する必要がある。 

    なお、東日本大震災の原発被災団体、津波被災団体および福島県においては、今

回の国調人口が極端に少ないあるいはゼロとなる地域が生じ、通常の交付税算定が

できない自治体がある。これらに関してはかつての三宅村の全島避難時の例にな

らって、2010年度国調に、住基人口台帳の2010年度から2015年度の増減率を乗じ、

さらに急速な人口減による需要額への影響を緩和する人口急減補正を講じる予定で

ある。 

    この場合、避難者が避難元の自治体の住基登録を解除しないことが、当該自治体

を財政面で支える大きな力となる。 

    このほか産業経済費関連の各種「センサス」の改定も、特に地方圏の自治体では

算定結果に大きく影響する可能性がある。 

  ⑧ 特別交付税の配分率 

    交付税総額に対する特別交付税の配分率６％は、交付税算定の透明化を図る観点

から４％への引き上げが予定されたが、東日本大震災以降、災害関連の需要を鑑み

て地方交付税法の改正を重ねて延期されてきた。現行法では2016年度に５％に引き

下げる予定であったが、政府は大災害が多発する現状を鑑み、新年度も６％を維持

する方針を固め、今後引き下げ時期を検討することとしている。 

 

(５) 国庫支出金 13.2兆円 

   社会保障関係の負担金の増加で13兆2,184億円（1.1％）の伸びが見込まれている。 

   前年度比で増加額が大きいのは、生活保護国庫負担のうち医療扶助費等負担金１兆

4,726億円（前年度比216億円増）、障害者自立支援給付費等負担金１兆2,246億円

（423億円増）などがあげられる。 

 

(６) 地方債 8.9兆円 

   地方債は臨財債を含め発行額が減少しており、８兆8,607億円（△6.7％）と見込ま

れている。そうしたなかで公共施設の老朽化にともなう施設の集約化や複合化などの

財政支援である「公共施設 適化事業債」1,130億円（175.6％）や施設の転用を促す
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「地域活性化事業債」110億円（22.2％）などが増加要因となっている。 

   このほか、いわゆる団塊の世代の大量退職にともなう退職手当の財源対策として、

2006年度から10年間にわたり適用されてきた退職手当債の発行が、さらに10年間延長

されることとなった。 

   発行可能額は、当該団体の退職手当の負担のうち、国の定める標準を上回る額の範

囲で、かつ、定員管理・給与適正化計画による人件費の削減額の範囲内とされており、

国の許可を要する。2015年度の地方債計画における発行額は800億円が計上されてお

り、2016年度も同額が予定されている。 

   標準を超える負担とはいえ、本来であれば一定の見通しをもって基金に積み立てる

べきものであり、人件費削減を事実上の償還財源とするのは将来的な人材確保の余力

を失う原因となり問題がある。 

 

(７) 使用料・手数料 1.6兆円 

   近の実績などを踏まえ１兆6,247億円（1.3％）が計上され、３年連続の微増であ

る。 

 

(８) 雑収入 4.2兆円 

   近の実績などを踏まえ４兆1,643億円（2.3％）が計上され、３年連続の微増であ

る。 

 

 

 むすび ― 地方財政の展望 
 

 後に今回の地財計画の内容を踏まえ、地方財政の展望についていくつか指摘して本稿

を締めくくる。 

 

(１) 2017年問題 

   2016年度の税制改正による地方財政への影響は、法人実効税率の引き下げと事業税

の外形標準課税の拡大が大きいが、それは2017年度の消費増税にともなう抜本的な税

制改正の先鞭にすぎない。 

   2017年度に控える消費増税と軽減税率導入、地方法人税の税率引き上げ、事業税の



 

－ 25 － 

●－自治総研通巻448号 2016年２月号－● 

復元と事業税交付金の創設、自動車関連税制の見直しなどがもたらす、地方税財政構

造の変化を注視する必要がある。 

   2016年度は法人実効税率の引き下げと事業税の外形標準がセットで行われ、増減税

が一定程度中立見通しとなったことや国地方税収が伸びた勢いもあって、税制改正に

ともなう地財対策は問題とならなかったが、2017年度は地方税財政への影響を厳密に

検証したうえで、必要な減収補てん対策が講じられるべきである。 

 

(２) 一般財源総額確保の桎梏 

   本文でも述べたように、近年、一般財源総額は地財規模抑制のキャッピングとして

機能し、さまざまな制度改正にともなう一般財源所要額を地方側が求める際の桎梏と

なる可能性がある。 

   2016年度の地財対策において一般財源総額が前年度並みで確保されたことについて、

地方六団体は評価しているが(４)、一般財源総額を2015年度水準で2018年度まで事実

上固定化する一方、社会保障経費や臨財債の元利償還金などの増大、あるいは「一億

総活躍」や「地方創生」など地方の取り組みの拡大などを踏まえると、実質的な「総

額確保」がなされているとはいいがたい。 

   たとえば臨財債の元利償還金については、2015年度の交付税算定上の総額が２兆

9,836億円に上り、５年前の2011年度の総額１兆8,082億円から１兆円以上も増大して

いる。 

   これを地財計画の一般財源総額に占める割合でみると、2011年度が3.0％に対し、

2015年度は4.8％とその割合を高めている。すなわち、実質的に使途の自由な一般財

源はマクロベースでは減少しているということができる。 

   地方側は、毎年度の政府の「一般財源総額の確保」という方針に甘んじることなく、

追加的な一般財源充当経費の状況を厳密に検証した上で、「総額確保」についての評

価や経費拡充の要求をすべきである。 

 

(３) 大都市税源引きはがしの懸念 

   税制改正大綱では「地方創生を行うためには、地方公共団体が安定的な財政運営を

行うことのできる地方税体系を構築する必要がある」として、一連の偏在是正の見直

                                                                                 

(４) 「平成28年度地方財政対策等の共同声明」 
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しを講じるとしている。その上で「この偏在是正により生じる財源（不交付団体の減

収分）を活用して、地方財政計画に歳出を計上する」としている。 

   すなわち、2017年度以降の消費再増税を梃子とする地方税制の大幅な見直しは、地

財計画の規模および一般財源総額が、事実上のキャップをかけられているなかで、そ

の枠内で不交付団体の財源保障上の算定を圧縮し、交付団体の算定に回すことを目的

としている。 

   換言するならば、大都市税源、とりわけ特別区(５)から引きはがして再配分する財

政調整制度上の技術的な論理が本質であり、財政運営の安定性は建前に過ぎない。 

   とりわけ、消費増税による地方消費税や交付税財源の増収にあわせた地方法人税の

拡大は、結果として地方六団体などが求めてきた地方法人関係税と消費税との税源交

換に沿ったかたちになるが、そもそも消費増税は増加する社会保障経費の財源確保を

目的としたものであり、地方税財源の構造改革とは目的が異なる。 

   そこには交付・不交付団体にかかわらず拡大する社会保障支出への財源問題は看過

され、もっぱら自治体間の税源の水平調整が主眼となっている。 

   税の偏在と格差の是正を同一視し、大都市と他の地域の暗黙の対立構造を盾に、国

が安易に地方税制を蹂躙することには、地方の課税権を尊重する立場から容認しがた

い。 

 

(４) 重点課題対応分からみえてきたもの 

   今回、臨時的項目である地域経済基盤強化・雇用等対策費が4,000億円削減され、

一方で、一般行政経費の内数として重点課題対応分2,500億円が計上された。この対

策の含意を独自にくみ取ると、地財見通しの次のような２点の流れがみえてくる。 

   第一に具体的な経費の積み上げによる、地方単独事業規模の維持拡充の狙いがうか

がわれるということである。 

   もともと、一般行政経費や投資的経費の単独事業は、義務的な経費や時の政府が推

進する事業費などを織り込んで、包括的に計上されてきた。それゆえ、削減の圧力や

増額には脆弱であり、かつての三位一体改革では地財計画削減方針(６)の矢面に立た

                                                                                 

(５) 都区財調の見直しも含めれば、究極的には東京都港区の税源を引きはがすことを意味する 

(６) いわゆる骨太方針2003では、一般行政経費単独事業の現行水準以下への抑制、投資的経費単

独事業の90年代初頭水準への抑制が明記され、これが、地財規模および交付税総額の大幅な削

減をもたらした。なお2004年度の交付税ショックと呼ばれる交付税総額の実質削減は、投資的

経費単独事業の前倒し削減によるものであった 
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された項目である。 

   このうち一般行政経費単独事業は、2001～2003年度までは11兆円台で推移し、2004

年度以降、一般財源化にともなう加算後、2013年度まで13兆円台にとどまっていた。 

   この間、2008年度の地方再生対策費にはじまり、その後拡大する臨時的経費の計上

は、既存の一般行政経費の外側で単独事業を事実上底上げしてきた。しかし、2013年

度の政府方針で危機モードから平時モードへの回帰が打ち出され、臨時的経費の段階

的な廃止が避けられない状況となった。 

   そうしたなかで2014年度に、前年度の地方公務員給与の臨時的な給与削減の地財対

策として創設された「地域の元気づくり推進費」3,000億円を見直し、一般行政経費

の内訳として「地域の元気創造事業費」3,500億円が改めて計上された。経費自体は

相変わらず包括的なものではあったが、従来とは異なり、一般行政経費の積み上げ需

要というかたちで計上されたことは、新たな動きであった。 

   2015年度には地方創生推進を背景に、一般行政経費の内訳として「まち・ひと・し

ごと創生事業費」１兆円が計上され、従来の地域の元気創造事業費を包含しつつ金額

を拡大させた。これにより一般行政経費の単独事業は実質的に約15兆円まで拡充した。 

   さらに2016年度は既述のように重点課題対応分として、一般行政経費に３つの政策

にもとづく経費2,500億円が計上された。これらは前年の「創生事業費」よりもさら

に具体的な経費を明示して積み上げる方法に踏み込んだものである。 

   なお、この動きは一般行政経費だけではなく、投資的経費単独事業にもみられる。 

   同単独事業は2000年台前半の15兆円前後から、近年はその３分の１程度の５兆円台

まで削減された。そうしたなかで、2015年度から同単独事業の内訳として公共施設等

適化事業費が計上されるようになった。2016年度の金額は既述のように2,000億円

と小さいが、それでも前年度から1,000億円が拡充されている。 

   以上のように、従来の包括計上され、総額で抑制されてきた単独事業について、具

体的な経費の積み上げにより増額を図る方法は、地財計画の必要な規模を確保する上

で重要な動きとして評価できる。 

   ただし、「創生事業費」については依然として包括的な経費であり、もし、地方自

治体にとって、現行の地財規模が必要な水準であるならば、この内容をいかにして具

体化、恒久化していくかが課題である。 

   第二に、臨時的経費から既存経費への事実上の振替による財源保障枠の安定化の流

れがみられることである。 
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   第一の内容とも重なるが、臨時的経費が削減されるなかで、既存の一般行政経費や

投資的経費の内数として新たな経費を計上することで、事実上、臨時的経費により引

き上げた地財規模を、経常的に確保する役割を果たしている。 

   たとえば2013年度の地域の元気づくり推進費から地域の元気創造事業費への移行。

あるいは2016年度の地域経済基盤強化・雇用等対策費の縮減と重点課題対応分との関

係がこれに該当する。 

   ただし、これらの対策は手放しに増額を図るものではない。交付税算定に行革や地

域活性化の成果指標を入れたり、地方税制改正を通じた偏在是正により捻出した財源

を充てたりするなど、地方の努力をともなう内容であることは留意すべきだろう。 

 

 さて、2016年度の地財計画は大きな変化もなく無難な内容であった。ただし、それは

2017年度以降の財源保障をめぐる濁流の際に立っていることを自治体関係者は自覚すべき

である。その流れを傍観するのか、それとも積極的に流れに杭を打っていくのかが問われ

る時機にきている。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

 

キーワード：まち・ひと・しごと創生事業費／重点課題対応分／ 

      別枠加算／トップランナー方式／地方法人税 
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