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 2018年12月21日に2019年度政府予算案が閣議決定され、あわせて2019年度地方財政対策

（以下「地財対策」と呼ぶ）が公表された。さらに２月８日には地方財政計画（以下「地

財計画」と呼ぶ）が閣議決定され、地方財政の収支見通しが確定した。新年度は、2018年

６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」（以下「基本方針」と呼ぶ）

で明記された一般財源総額の2018年度水準確保を前提に、消費増税にともなう社会保障の

充実や景気対策、国税森林環境税関連などの諸施策が、地財計画にどのように反映された

のかが注目点である。 

 本稿は地財計画関連資料をもとに、2019年度の地財計画および地財対策の特徴や課題に

ついて解説し、今後の財源保障を展望する。 

 

 

 1. 地財計画と地財対策の概況 
 

(１) 背 景 

  ◆ 基本方針2018 

    昨年６月15日閣議決定された基本方針2018では、同方針2015にもとづく一般財源

総額の同水準ルール（一般財源総額について2018年度まで2015年度水準を実質確保

する）の 終年度であることを踏まえ、基盤強化期間（2019～21年度）にわたり、

2018年度水準を実質的に維持することが明記され、引き続き安定的な一般財源水準

が確保される見通しとなった。 

  ◆ 概算要求 

    昨年８月末の概算要求時の収支見通しの仮試算は、消費増税を反映させない前提

で行われ、収支規模が87.7兆円（前年度比1.0％ 以下カッコ内は伸び率）、一般

財源総額が62.7兆円（0.9％）であった。 
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    歳出では、給与関係経費について人事院勧告を踏まえた給与改定分を反映し20.4

兆円（0.4％）、一般行政経費では社会保障関係費の自然増や後述する森林環境譲

与税の導入にともなう関連経費で37.9兆円（2.2％）を増額要求するほかは、ほぼ

前年度同額で積算された。 

    一方、歳入では、地方税が政府の経済見通しにもとづき39.9兆円（1.2％）、地

方譲与税は森林環境譲与税200億円の新規計上を含めて前年度同額とした。その他

の一般財源関係では地方交付税（以下「交付税」と呼ぶ）が15.9兆円（▲0.5％ 

▲はマイナス以下同）、地方債9.4兆円（1.6％）、そのうち臨時財政対策債（以下

「臨財債」と呼ぶ）が4.1兆円（3.7％）となり、一般財源総額の増加を地方税と臨

財債で確保し、交付税を抑制する要求内容となった。なお、交付税の財源は法定率

分を前年度比増で見込み、これに加えて公庫債権準備金の活用枠の残額1,000億円

を計上するにとどめた。 

   以上を前提に、消費増税や景気対策などの収支がどのように反映されたのかが焦点

となった。 

 

(２) 概況 ― 地財規模は過去最高水準 

   図表１は2000年度以降の地財計画や一般財源総額等の推移を表したものである。な

お、あわせて巻末資料の「2019年度地財計画と地財対策の全体像」を参照されたい。 

   地財計画の規模は、東日本大震災分を除く通常分で89兆5,930億円（3.1％）と2013

年度以降７年連続で前年度を上回っており、その水準は2001年度の89兆3,071億円を

上回った。また、震災分を含む合計では90兆7,975億円（3.1％）となった。 

   例年、地財対策と地財計画では総額の差は端数程度であるが、今年度は地財対策か

ら約3,430億円も上回っており、この結果、過去 高水準を更新することとなった。

この主な要因は一般行政経費の補助事業の伸びによるものだが、具体的な内容につい

ては未確認である。 

   一般財源総額は62兆7,072億円（1.0％）、不交付団体の水準超経費を除くと60兆

6,772億円（0.7％）と、いずれも2010年度以降10年連続で前年度を上回った。 

   交付税は16兆1,809億円（1.1％）と2012年度以来７年ぶりに前年度を上回った。財

源不足が縮小するなかでの増加は、後述するように臨財債の発行抑制と交付税法定率

分の増収などによる。 

   臨財債は３兆2,568億円（▲18.3％）と２年連続で減少し、いわゆる折半ルールに
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もとづく特例加算分が解消したことにより、新規発行がなくなったことが注目される。 

   なお、臨財債を含めた実質的な交付税は、財源不足の縮小傾向のなかで19兆4,377

億円と2013年度以降減少している。 

 

図表１ 地財計画、地方交付税の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 

 

 

   図表２は2019年度概算要求と地財計画との比較である。 

   既述のように概算要求段階では消費増税・地方消費増税分（以下、あわせて「消費

増税等」と呼ぶ）の収支が反映されていないため、地財計画の対概算要求比が1.9兆

円増と大きく上回っており、社会保障の充実分や幼児教育無償化などを含む一般歳出

も同程度上回っている。これに対し、一般財源総額については概算要求通りとなって

おり、水準超経費を除く一般財源では0.1兆円下回っている。消費増税等を反映させ

た地財計画ベースの一般財源が、これを含まない概算要求と同額ということは実質的

には概算要求を下回ったといえる。 

   一般財源の内訳でみると、地方税から地方交付税にわたり概算要求を上回っており、
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この結果、一般財源における臨財債の依存度が低下している。ただし、地方特例交付

金は幼児教育無償化の地方負担分や自動車税等環境性能割の減収補てんなど一時的な

増額である。また地方交付税の法定率分は概算要求のほうが上回っていたが、法定率

分の前年度繰り越し分が加算されたことで増額された。いずれも臨時的な措置による

ものであり、一般財源の構造が経常的に改善したとはいえない。 

 

図表２ 概算要求との比較 

(兆円) 

  概算要求 地財計画 対概算要求比 

概 
 

況 

地財計画 87.7 89.6 1.9 

一般歳出 72.3 74.1 1.8 

一般財源総額 62.7 62.7 0 

＊水準超経費除く一般財源 60.8 60.7 -0.1 

地方税 39.9 40.2 0.3 

地方譲与税 2.6 2.7 0.1 

地方特例交付金 0.2 0.4 0.2 

地方交付税 15.9 16.2 0.3 

臨財債 4.1 3.3 -0.8 

(資料) 総務省概算要求資料および2019年度地財計画から作成 
 

 

(３) 地財対策 

   財源不足は４兆4,101億円（▲28.6％）と２年連続で縮小している。 

   図表３は過去10年間の地財対策の推移を表したものである。財源不足の傾向は、

リーマンショックの影響による地方財政の悪化があらわれた2010年度の18兆2,168億

円をピークに減少に転じ、2016年度を除けば中期的に縮小傾向にあり、2019年度もそ

の延長上にある。今回の地財対策は以下の通りである。 

  ◆ 一般会計加算 ― 折半ルール分の臨時財政対策加算解消 

   ● 既往法定分 2,633億円 

     一般会計加算は、国の制度改正による地方負担の財源保障分である既往法定分

2,633億円のみとなり、いわゆる折半対象財源不足分（以下「折半ルール分」と

呼ぶ）の国負担分である臨時財政対策加算は、2008年度以来、久々に解消したこ

とが注目される。 

     なお、既往法定分の内訳は、公共事業等臨時特例債の利子負担額等の2,461億 
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図表３ 地財対策（財源不足補てん）の状況 

(億円) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

一般会計加算 32,784 76,291 58,866 58,613 54,176 41,186 21,155 8,283 12,958 7,022 2,633 

内訳 

既往法定分 7,231 7,561 8,062 9,752 8,231 8,648 4,326 5,536 6,307 5,367 2,633 

臨時財政対策加算 25,553 53,880 38,154 38,361 36,045 26,438 14,529 2,747 6,651 1,655  

別枠加算 14,850 12,650 10,500 9,900 6,100 2,300    

財源対策債の発行 12,900 10,700 9,400 8,200 8,000 7,800 7,800 7,900 7,900 7,900 7,900 

臨時財政対策債の発行 51,486 77,069 61,593 61,333 62,131 55,951 45,249 37,880 40,453 39,865 32,568 

内訳 
既往債償還分等 23,933 23,189 23,439 22,972 26,086 29,513 30,720 35,133 33,802 38,210 32,568 

新規発行分 27,553 53,880 38,154 38,361 36,045 26,438 14,529 2,747 6,651 1,655  

その他 7,494 18,108 12,593 8,700 8,500 1,000 4,000 2,000 8,400 6,995 1,000 

内訳 

国税決算精算分の先送り 4,994 6,596   2,245  

交付税特別会計償還先送り 7,812 7,593 1,000   

交付税特別会計剰余金活用 3,700 5,000 5,200 2,000 1,000 1,000 3,400 750  

減収補てん特例交付金 500     

公庫債権金利変動準備金活用  3,500 6,500 3,000 2,000 4,000 4,000 1,000 

特別交付金 2,000     

合計（財源不足額） 104,664 182,168 142,452 136,846 132,808 105,938 78,205 56,063 69,710 61,783 44,101 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 

(注) 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 
 

 

    円に加え、新たに2017年度の税制改正における配偶者控除・配偶者特別控除の見

直しによる個人住民税の減収対策分172億円が加算された。 

  ◆ 地方債関連 ― 臨財債新規発行分が解消 

   ● 財源対策債 7,900億円 

     地方債の増発では、建設地方債の充当率の引き上げ部分である財源対策債が４

年連続で7,900億円となった。 

   ● 臨財債 ３兆2,568億円 

     臨財債は折半ルール分の地方負担である新規発行が解消し、既発債の元利償還

分３兆2,568億円の発行となった。なお、既発債分は当年度の元利償還額を下

回って発行される。臨財債の残高は年々増加し2018年度末の見込みで54兆円にの

ぼり、地方債残高の約４割を占めている。新発債の解消により、国地方の双方が

求めてきた残高縮小が期待されるが、後述するように実質的な折半ルールの解消

にはいたっていない要素もある。 

     既発債の元利償還から臨財債発行額を差し引いた分は、一般財源を充当するこ
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とになる。具体的な金額は不明である。 

  ◆ その他の対策 

   ● 公庫債権金利変動準備金 1,000億円 

     今回はいわゆる公庫債権金利変動準備金1,000億円のみである。これは全地方

公共団体の出資法人である地方公共団体金融機構が、旧公営企業金融公庫から引

き継いだ債務の金利変動に備える準備金の活用で2012年度以降、２度にわたり活

用枠が拡大され、総額２兆4,000億円が確保された。2019年度で枠残高の1,000億

円を使い切った。 

     なお、例年みられる交付税特会剰余金は今回は未活用となった。 

 

(４) 地方交付税総額からみた財源対策 

   次に交付税総額の面から財源対策をみてみよう。 

   図表４は過去10年間の交付税総額の財源対策である。交付税総額は一般会計及び交

付税特別会計において、法定率分（国税５税）に対する事前調整（国税決算精算分や

交付税特別会計償還等の控除および過年度決算繰越金等の加算）をした上で、地財対

策によって 終的な総額を確保している。 

   図表の丸囲みが新年度の特徴である。 

  ● 過年度繰越金 4,215億円 

    まず、中段の過年度繰越金4,215億円であるが、今回、国税５税の過年度分の決

算上振れが5,108億円生じ、これを2018年度第二次補正において、2018年度の特別

交付税の不足分および調整戻し(１)に充当し、残額を2019年度に繰り越した。過年

度繰越金は３年振りの措置であるが、これがなければ同額の財源不足が生じ、既述

の折半ルール分の解消にはいたらなかった可能性があり、経常的な折半ルールの解

消にはいたっていない。 

  ● 交付税特会借入償還 ▲5,000億円 

    次に上段の交付税特会借入償還▲5,000億円は、過去の30兆円を超える交付税特

別会計借入残高の段階的な返済分であり、2017年度に償還計画が見直され19年度ま

では年4,000億円の予定であった。今回は財源不足の縮小のなかで1,000億円を前倒

ししている。 

                                                                                 

(１) 当初の地財計画で決定された交付税総額に合わせつけるため、普通交付税算定の際に一律の

調整率をかけて割落した分を復元する対応 
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図表４ 地方交付税総額の財源対策 

（億円)      
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

法定率分 113,334 95,530 106,101 110,517 112,304 122,194 140,270 151,471 151,634 155,471 162,108 備考 

国税決算精算

分 
 -7,470 -999 -4,464 -3,808 -3,145 -2,486 -1,811 -3,874 -2,355 -2,355 

法定率分国

税見込みの

下振れ分過

年度精算 

交付税特会借

入金利子 
-5,711 -5,712 -4,361 -2,428 -1,746 -1,729 -1,614 -1,584 -820 -804 -792  

交付税特会借

入償還 
 -7,812 -1,000 -1,000 -1,000 -2,000 -3,000 -4,000 -4,000 -4,000 -5,000  

国税決算精算

等繰り延べ 
4,994 14,408       

過年度繰越金  10,126 4,608 2,199 11,349 9,224 12,644  4,215 

法定率分国

税見込み上

振れ分 

交付税特会剰

余金 
2,801 3,700 5,000 5,200 2,000 1,000 1,000 3,400 750  

交付税特会

償還利払い

剰余金 

既往法定分 7,231 7,561 8,062 9,752 8,231 8,648 4,326 5,536 6,307 5,367 2,633 

過年度地方

負担分の補

てん 

臨時財政対策

加算 
25,553 53,880 38,154 38,361 36,045 26,438 14,529 2,747 6,651 1,655  

折半対象一

般会計繰り

入れ 

別枠加算 10,000 14,850 12,650 10,500 9,900 6,100 2,300   

折半対象外

一般会計繰

り入れ 

公庫債権準備

金 
  3,500 6,500 3,000 2,000 4,000 4,000 1,000 

地方公共団

体金融機構

の公庫債権

金利変動準

備金活用 

交付税総額 158,202 168,935 173,734 174,545 170,624 168,855 167,548 167,003 163,298 160,084 161,809  

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 
 

 

  ● 公庫債権準備金 1,000億円（再掲） 

    公庫債権準備金1,000億円は既述の通り使い切った。その経過は表中の通りであ

る。 

 

(５) 東日本大震災分 

   地財計画の別枠である東日本大震災分は復旧・復興事業と全国防災事業からなる。

2019年度は総額で約１兆2,045億円（0.6％）となり、復旧・復興事業が縮小する一方、

全国防災事業は起債の元利償還分により増加している。 

   政府の「復興・創生期間」（2016～2020年度）が残りわずかとなるなかで、地財計

画の別枠の扱いや期間を超えた被災地の財政需要への対応などが今後注目される。 
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 2. 地財措置のポイント 
 

(１) 幼児教育無償化 

   幼児教育無償化は、2017年12月８日に閣議決定された「新しい政策パッケージ」に

おいて、消費増税分の使途の見直しと企業拠出分により２兆円の財源を確保し、その

0.8兆円を充当することで実施が決まった。ただし、この時点では無償化の地方負担

についての具体的な提示はなかったが、2018年秋になって、対象に含める認可外保育

所の無償化の地方負担をめぐり、国と地方間で厳しい折衝が行われ、12月になってよ

うやく合意にいたった。 

   図表５は幼児教育無償化に係る2019年度の事業費と国・地方負担の内訳である。政

府は当初「子育て支援施設等利用給付」の各事業の国負担を３分の１としていたが、

終的に通常の施設型給付と同様の２分の１とした。 

   地方負担は地方消費増税分によりまかなうことになるが、10月から年度末までの地

方負担分2,349億円については、初年度の地方消費税の増収がわずかなことから「子

ども・子育て支援臨時交付金」で全額補てんする。 

 

図表５ 幼児教育の無償化に係る国と地方の財源負担割合及び平成31年度所要額 

                                     (単位：億円) 

法律上の 

位置付け 

（予定） 

区  分 

財源負担割合 平成31年度所要額  

国 
都道

府県
市町村  国 

都道 

府県 
市町村 

※ 

施設型給付 

（地域型保育

給付含む） 

＜新制度＞ 

保育所・幼稚園等 

私立 1/2 1/4 1/4 2,059 1,030 515 515  

公立 － － 10/10 818 0 0 818  

子育て支援施

設等利用給付

(仮称) 

＜旧制度＞ 

私立幼稚園等 
1/2 1/4 1/4 696 348 174 174 

 

認可外保育施設 1/2 1/4 1/4 153 77 38 38  

預かり保育、一時預かり、

ファミリー・サポート・セ

ンター、病児保育 

1/2 1/4 1/4 155 78 39 39 

 

合    計 3,882 1,532 766 1,584  

(注) 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。 

※ 平成31年度の幼児教育の無償化に係る地方負担分（上表太線枠囲み部分：2,349億円）につい

ては、臨時交付金を創設し、全額国費で対応。 

(資料) 地財計画資料より抜粋 
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   また、導入時の事務費については2020年度までの２年間は全額国費で負担し、認可

外保育施設等の事務費についても2023年度まで同様の対応となっている。 

 

(２) 社会保障の充実 

   幼児教育無償化以外に消費増税等にともなう従来の社会保障充実分として、２兆

1,930億円（事業費ベース）が計上された。このうち地方負担分は8,402億円である。 

   図表６は社会保障の充実分の予算内訳である。事業費ベースでは前年度比で3,000

億円超増加しているが、これは国の事業である年金生活者支援給付金の支給であり、

地方負担分に限ると475億円の増額にとどまる。 

 

(３) 防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策 

   政府は消費増税にともなう景気対策の一環として2018年度補正から2020年度までの

３年間にわたり、関連する社会資本インフラの整備事業を拡大し、これにともなう地

方負担の財源措置を講じる。 

   補助事業については2018年度第二次補正予算で１兆723億円（事業費ベース）、

2019年度は１兆1,518億円が予定されている。この地方負担分について2018年度は

「補正予算債」（充当率100％、元利償還金の交付税措置50％）、2019年度は「防

災・減災、国土強靱化緊急対策事業債」（充当率100％から、元利償還金の交付税措

置50％）の財源措置が講じられる。 

   一方、単独事業についても2019・2020年度の２カ年にわたり「緊急自然災害防止対

策事業費」が投資的経費の単独事業に計上される。2019年度は3,000億円で道路を除

く治山、砂防、河川等の整備に対し、「緊急自然災害防止対策事業債」（充当率

100％ 元利償還金の交付税措置70％）の財源措置が講じられる。 

   特に後者の単独事業については、自治体にとって「有利な起債」となるが、将来的

な一般財源総額の伸びが不透明な状況では、必ずしも交付税措置が見合いの一般財源

を実額で保障するものではないことに留意すべきである。 

 

(４) 水道下水道事業の広域化 

   人口減少やインフラ老朽化などを背景に、政府は地方公営企業の水道・下水道事業

経営の効率化や抜本改革を求め事業の広域化や共同化等を推進しており、2019年度は

水道・下水道の地財措置の対象を拡大した。  
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図表６ 平成31年度における「社会保障の充実」（概要） 

(単位：億円) 

事  項 事 業 内 容 
平成31年

度予算案

（参考）

平成30年

度予算額 
国分 地方分  

子ども・子育て支援 

子ども・子育て支援新制度の実施 
(注３)

6,526
(注４)

2,985 
 

3,541  
 

6,526 

社会的養育の充実 474 237 237  416 

育児休業中の経済的支援の強化 17 10 6  17 

医
療
・
介
護 

医療・介護サー

ビスの提供体制

改革 

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等     

・地域医療介護総合確保基金（医療分） 1,034 689 345  934 

・診療報酬改定における消費税財源等の活用分 476 337 139  473 

地域包括ケアシステムの構築     

・地域医療介護総合確保基金（介護分） 824 549 275  724 

・平成27年度介護報酬改定における消費税財源の

活用分（介護職員の処遇改善等） 
1,196 604 592  1,196 

・在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地

域支援事業の充実 
534 267 267  434 

医療ＩＣＴ化促進基金（仮称）の創設 300 300 0  － 

医療・介護保険

制度の改革 

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 612 0 612  612 

国民健康保険への財政支援の拡充     

・低所得者数に応じた自治体への財政支援 1,664 832 832  1,664 

・保険者努力支援制度等 1,772 1,772 0  (注５)1,687 

被用者保険の拠出金に対する支援 700 700 0  700 

70歳未満の高額療養費制度の改正 248 217 31  248 

介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 900 450 450  246 

難病・小児慢性

特定疾病への対

応 

難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な

制度の運用 等 
2,089 1,044 1,044  2,089 

年 金 

年金受給資格期間の25年から10年への短縮 644 618 26  644 

遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大 61 57 4  50 

年金生活者支援給付金の支給 1,859 1,859 0  － 

合 計  21,930 13,528 8,402  18,659 

(注１) 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計

と合致しないものがある。 

(注２) 消費税増収分（1.68兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による

財政効果（▲0.51兆円）を活用し、上記の社会保障の充実（2.19兆円）の財源を確保。 

(注３) 保育士の処遇改善については、「社会保障の充実」における全職員を対象とした３％の処

遇改善を実施（平成27年度）。このほか、「社会保障の充実」とは別に、平成29年度から全

職員を対象とした２％の処遇改善を行うとともに技能・経験に応じた月額 大４万円の処遇

改善を行うなど、取組を進めている。 

(注４) 「子ども・子育て支援新制度の実施」の国分については全額内閣府に計上。 

(注５) 財政安定化基金の積立分160億円を含む（平成30年度の積増しにより国民健康保険制度の

改革の実施に必要な積立総額2,000億円を確保済み）。 

(資料) 財務省ホームページ「平成31年度社会保障関係予算のポイント」 
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   水道事業では、従来の複数市町村における経営統合に加え、施設の共同設置や事務

の広域的処理等の地方単独事業について起債の対象とした。 

   また、下水道事業についても、市町村内の広域化・共同化の施設を起債対象とし、

施設内容に接続管きょを追加した。いずれも元利償還金に対する一定の交付税措置が

講じられる。 

   ただし、これらは都道府県による「水道広域化推進プラン」または下水道の「広域

化・共同化計画」の策定を要件としており、策定費用についても新たに交付税措置が

講じられる。 

   地財計画は一般会計対象であるため、一連の措置のすべてが2019年度の計画に直接

反映されるわけではないが、都道府県の計画策定経費については、計上されると推察

される。また起債の元利償還金の一般会計繰り出し分については後年度の地財計画の

公営企業繰出金などに計上されることが予想される。 

   近年、人口減少社会を見据え、自治体間連携・中枢拠点化などの広域化等の施策が

新たな自治体のあり方として注目されており、昨年12月６日には改正水道法が成立し、

水道事業におけるコンセッション方式の要件が緩和され(２)、運営権を民間に委ねる

受け皿として広域化のメリットを高めようとしている。 

   しかし、一般的に広域化等による行政効率の効果は、地理的状況や人口密度などの

諸条件で大きく異なる。それにもかかわらず、都道府県計画を要件とする水道・下水

道の地財措置は、むしろ地域にとって 適な処理方法の事業選択を制約したり、住民

の料金負担を過重にする可能性などがあり、単一の広域化政策には疑問がある。なお、

地財措置の詳細は図表７のような内容となっている。 

 

(５) 公共施設等適正管理推進事業の対象拡大 

   地財計画の規模に関わることではないが、公共施設等の老朽化対策である「公共施

設等適正管理推進事業費」の対象事業がさらに拡大される。具体的には長寿命化事業

として都市公園施設、地すべり防止施設が新たに追加される。事業費は前年度同額の

4,800億円である。詳細は巻末資料を参照されたい。 

 

                                                                                 

(２) 従来の方式では自治体が水道事業の認可権を返上する必要があったが、これを保持したまま、

運営権を民間に委ねることができるようにするもの 
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図表７ 水道・下水道事業の広域化等に関する財政措置充実内容 

 

水 道 

事 業 

広 域 化

対 象 事 業 

複数市町村の広域化にともなう施設整備について、従来の経営

統合以外に施設の共同設置や事務の広域的処理などの事業も適

用 

財 政 措 置 
地方負担額１/２ 一般会計出資債（交付税措置率60％） 

残り１/２ 水道事業債（交付税措置なし） 

更新投資

の 促 進

見直し内容 水道管路耐震化事業の期間延長（2023年まで５年間延長） 

財 政 措 置 

経営条件が厳しい自治体の事業について地方負担額の１/２ 

一般会計出資債（交付税措置率50％） 

残り１/２ 水道事業債（交付税措置なし） 

下水道 

事 業 
広域化等

対 象 事 業 
複数市町村だけでなく市町村内の広域化・共同化にともなう施

設（接続管きょを施設対象に追加）についても対象拡大 

財 政 措 置 
地方負担額の100％に下水道事業債を充当し、処理区域内の人

口密度に応じて交付税措置率28％～56％を適用 

その他 
都道府県による上・下水道事業の広域化や共同化の計画策定経

費への普通交付税措置 

(資料) 地財計画資料より作成 
 

 

(６) まち・ひと・しごと創生事業費 

   2015年度以降、一般行政経費単独事業の別枠で１兆円が計上されており、2019年度

も同額である。2019年度はまち・ひと・しごと総合戦略の 終年度であり、2020年度

以降の１兆円枠の扱いが注目される。 

   昨年11月９日の全国知事会議の席で、安倍首相が、次の３年も地方創生に尽力する

と述べており（自治日報 2018年11月16日）、総合戦略の延長が予想されるが、2018

年度改訂版では中枢拠点都市の機能強化に力点が置かれており、新たな戦略が地域の

活性化から地方都市の活性化へと向かうことが予想される。これにあわせて、地財計

画の地方創生枠が存置されるとすれば、交付税算定における成果指標も見直される可

能性がある。 

 

(７) 税制改正関連等の動向 

  ◆ 森林環境譲与税の創設（2019年度） 

    今年４月より市町村を主体とする私有林人工林管理の財源として、森林環境譲与

税が創設される。同譲与税は都道府県へ１割(３)、市町村へ９割を配分し、それぞ

                                                                                 

(３) 創設当初は都道府県の市町村支援の役割を踏まえ２割とし、段階的に引き下げていく 
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れ私有林人工林面積（10分の５)(４)、林業就業者数（10分の２）、人口（10分の３）

で按分される。この財源は2024年度に新設予定の国税森林環境税で、個人住民税均

等割を課税標準として1,000円を課税するが、新税創設までは交付税・譲与税特別

会計借り入れにより財源を確保する。 

    自治体の森林管理は、今年４月に施行される森林経営管理法にもとづき行うこと

になり、初年度の譲与税額200億円(５)相当の経費を一般行政経費の「重点課題対応

分」に加算する。 

  ◆ 特別法人事業税・特別法人事業譲与税の創設（2019年度・2020年度） 

    消費増税にともない廃止される地方法人特別税・譲与税に代わり、新たな偏在是

正措置として「特別法人事業税」および「特別法人事業譲与税」が創設される。旧

制度の廃止によって復元される事業税について、改めてその３割を「特別法人事業

税」として国税化し、その全額を「特別法人事業譲与税」として人口基準で都道府

県間に按分する。しかも、不交付団体に対しては譲与制限（当初算出額の25％）が

課されるため、従来の地方法人特別譲与税よりも偏在是正機能が強化される。 

    特別法人事業税は今年10月から、同譲与税は2020年４月から導入される。 

    なお、旧地方法人特別譲与税の廃止にあたっては、事業税の一部を市町村に交付

する法人事業税交付金が創設される予定だが、事業税の国税化により法人事業税交

付金の原資が縮小するため、交付率を当初予定の5.4％から7.7％に引き上げる。 

  ◆ 地方法人税率の引き上げ（2019年度） 

    すでに2016年度税制改正で決定済みの事項であるが、消費税10％の引き上げにあ

わせて、法人住民税の税率引き下げとの見合いで交付税の原資である地方法人税の

税率を引き上げる。これにより法人住民税の税率は道府県分で3.2％から1.0％へ、

市町村で9.7％から6.0％へと引き下げられ、道府県分にあっては課税権を失うに等

しい水準となる。 

    なお、実際に地方法人税の増収分は2020年度から反映されるため、2019年度の交

付税法定率分には影響しない。 

    これらの２つの偏在是正措置により、地財計画上の不交付団体水準超経費が抑制

されるため、その削減分は地財計画枠内の経費に振り替えることが予定されている。 

                                                                                 

(４) 私有林人工林面積比率による補正がある（75％以上1.3倍 85％以上1.5倍） 

(５) 終的な税収は600億円が見込まれているが、交付税・譲与税特会の借り入れ償還分を控除

するため、満額譲与となるのは2033年度以降である 



 

－ 62 － 

●－自治総研通巻484号 2019年２月号－● 

  ◆ 地方交付税の消費税法定率の見直し 

    消費増税にともない消費税の法定率が見直される。社会保障・税一体改革として

消費増税の一部を交付税原資にあてることとなり、2014年度の増税の際に消費税の

交付税率を消費税率換算で1.18％から1.40％へ引き上げた。今回の再増税によりさ

らに1.52％まで引き上げる。 

    ただし、消費増税により交付税の原資は増加するため、法定率でみると引き下げ

ることとなる。2019年度は半年分の増税となるため、法定率は現行の22.3％から

20.8％。平年度化する2020年度以降は19.5％となる。概要は図表８の通りである。 

 

図表８ 消費税法定率の見直しの概要 

○ 消費税・地方消費税の税率等 

 
～平成26年

３月31日 

平成26年 

４月１日～

平成31年 平成32年 

４月１日～ ～９月 10月～ 

消費税＋地方消費税 ５％ ８％ 
10％ 

（軽減税率時 ８％） 

消費税 ４％ 6.3％ 
7.8％ 

（軽減税率時 6.24％） 

 
うち交付税分

1.18％ 1.40％ 1.52％ 

 (法定率29.5％) (法定率22.3％) 1.47％（法定率20.8％） (法定率19.5％) 

地方消費税 １％ 
1.7％ 

＜うち0.7％分は社会保障財源＞

2.2％（軽減税率時1.76％） 
＜うち1.2％分は社会保障財源＞ 

地方分合計 2.18％ 3.10％ 3.72％ 

(注) 地方消費税は消費税額を課税標準とするため、実際の税率は、１％時：100分の25、1.7％

時：63分の17、2.2％時：78分の22である 

(資料) 財務省ホームページより抜粋 

 

  ◆ 自動車税・軽自動車税環境性能割の減収補てん 

    消費増税にあわせて自動車取得税を廃止し、自動車税および軽自動車税に燃費基

準達成度にもとづく環境性能割が新たに創設される。その上で消費増税対策として

今年10月から１年間の減税を行うため、その減収対策として、「自動車地方特例交

付金」249億円（2019年10月～2020年９月）を交付する。地財計画では地方特例交

付金に計上される。 

 

  



 

－ 63 － 

●－自治総研通巻484号 2019年２月号－● 

 

 3. 歳出の特徴 
 

 以下では地財計画の歳出・歳入のうち特徴的な項目に注目する。まず、歳出から見てい

こう。 

 

(１) 概 況 

   図表９はリーマンショック前後からの主な歳出の推移である。 

   2019年度は10月からの消費増税等にともなう社会保障の充実、人づくり革命（幼児

教育無償化等）、増税にともなう景気対策などが反映されているため、一般行政経費

や投資的経費で高い伸びとなっている。とりわけ投資的経費では３年間の防災・減災、

国土強靱化対策が盛り込まれたことにより、久々に大幅な増加傾向を示している。 

   給与関係経費は後述するようにほぼ横ばい。公債費は減少傾向が続いている。 

   また、維持補修費は公共施設の維持更新等の状況を踏まえ、小幅ながら増加傾向を 

 

図表９ 地方財政計画（歳出）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 
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  続けている。 

   以下では主な経費の特徴についてみていこう。 

 

(２) 給与関係経費 ― 児童福祉司等の充実、久々の計画人員増  

   給与関係経費は20兆3,307億円（0.1％）で、退職手当分を除くと0.2％の上昇とな

り、2013年度の給与の臨時削減以降、ほぼ横ばいで推移している。 

   今回は政府の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」にもとづき、児童福祉司

等(６)の職員を2022年度までに段階的に増員を図ることになり、地財計画の計画人員

では2,311人が増員となっている。 

   図表10は計画人員の増減の状況である。2018年度の総数は23万4,192人、前年度比

で1,919人の純増となり、前年度を上回ったのは2010年度の4,143人純増以来である。 

   内訳では教育関連が引き続き減少するなかで、一般職員は３年連続で増加しており、

児童福祉司等の増員を除いても3,114人の増員となっている。 

   警察官は成田空港警備隊の編制替えで500人減。消防職員は消防防災行政の状況を

踏まえ1,000人の増員となっており、２年連続で増員となっている。 

 

   図表10 計画人員の動向 

 

 増減員（人） 

義務教育諸学校教職員 -1,051

公立高等学校・公立大学校等の教職員 -2,955

一般職員 5,425

 うち児童福祉司等 2,311

警察官 -500

消防職員 1,000

合   計 1,919

   (資料) 総務省自治財政局資料より作成 

 

(３) 一般行政経費 ― 社会保障の充実等、森林経営管理関連 

   一般行政経費は38兆4,197億円（3.7％）、うち補助事業21兆4,845億円（6.2％）、

                                                                                 

(６) 厚労省の資料によれば児童福祉司、スーパーバイザー、児童心理士、保健師などがあげられ

ている 



 

－ 65 － 

●－自治総研通巻484号 2019年２月号－● 

単独事業14兆1,804億円（0.8％）、国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費１

兆4,848億円（▲1.4％）、まち・ひと・しごと創生事業費１兆円（前年度同）、重点

課題対応分2,700億円（8.0％）となり、社会保障の自然増、社会保障の充実・幼児教

育無償化、森林環境譲与税の導入にともなう森林管理経費などが新規・追加計上され

た。 

  ◆ 補助事業 ― 一般財源総額増加の主要因 

    図表11は補助事業の主な増減内訳である。 

    内訳に示されるように児童保護費等の社会保障関係費及び「その他一般行政経費」

の合計で１兆2,489億円増加しており、社会保障関係費の自然増や消費増税等にと

もなう制度充実が反映されている。 

    地方費は約半分の6,169億円で、このうち「その他の一般行政経費」を除いた負

担分は5,078億円となり、このなかには幼児教育無償化の地方負担分2,349億円のう

ち公立分を除くものも含まれている。 

    2019年度の一般財源総額の増加分は5,913億円であるが、これに対し、一般行政

経費の地方費を一般財源充当経費と仮定すれば、一般財源の増加は一般行政経費の

補助裏部分によるものとみなすことができる。 

 

   図表11 一般行政経費（補助）の増減理由 

                                    (億円) 

 総 額 地方費 

生活保護費 -173 -43 

児童保護費 1,073 537 

障がい者自立支援給付費 1,494 747 

後期高齢者医療給付費 737 737 

介護保険給付費 1,824 1,824 

児童手当等交付金 -436 -128 

子どものための教育・保育給付交付金 3,496 1,404 

その他の一般行政経費 4,474 1,091 

合   計 12,489 6,169 

   (資料) 地財計画資料より作成 

 

  ◆ 単独事業（別枠除く） 

    一般行政経費の単独事業には、警察・消防の運営費、ごみ処理、道路・河川・公
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園等の維持管理費、義務教育諸学校施設運営費、戸籍・住民基本台帳事務費などが

計上されているが、包括計上されているための内訳の増減を確認することはできな

い(７)。 

    既述の通り伸び率は0.8％にとどまっている。 

  ◆ 重点課題対応分 ― 森林管理経費の追加計上 

    同項目は2016年度に自治体情報システム構築、高齢者の居場所づくり、森林吸収

源対策として、一般行政経費単独事業の別枠で2,500億円が計上されてきたもので

ある。2019年度は新たに、森林環境譲与税見合いの経費200億円が追加計上され

2,700億円となった。 

    なお、地財計画では、2019年４月以降の森林経営管理法にもとづく自治体の森林

管理の関連経費を譲与税の枠内でまかなうことを前提としており、譲与税の使途対

象外の付随的経費については財源保障の枠外ということになる。執筆時点では使途

範囲がどのように規定されるか不明であるが、林野庁の資料（自治体向けＱ＆Ａ）

では、森林管理に従事する正規職員の人件費は「好ましくない使途」とされており、

これに従えば人件費は地財計画の対象外となる。町村では専任の職員を配置する自

治体は限られており、森林経営管理を義務づけられても、新たな職員を配置したり

兼任させる余裕はない。そうしたなかで地財計画が譲与税相当額の枠内で財源保障

を完結させるならば、法令等にもとづく事務処理に対する国の財源保障の規定、地

方自治法第232条第２項（経費の支弁等)(８)の面から不適当である。 

    今国会には「森林環境税及び森林環境譲与税法案」が提出される予定であり、譲

与税の使途をめぐる審議が注目される。 

    図表12は一般行政経費の補助、通常単独事業およびこれに別枠のまち・ひと・し

ごと創生事業費および重点課題対応分を加算したものの推移を表したものである。 

  

                                                                                 

(７) 地方財務協会「地方財政制度詳解」では、2000年代には社会保障関係、教育、環境対策など

の内訳の表記があったが、現在ではこれらが一括表記されており、個別経費の増減が検証でき

ない 

(８) 「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合に

おいては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない」。

なお、森林経営管理法では森林管理権集積計画や森林管理実施権配分計画の策定を「定めるも

のとする」としており、義務付けと解釈される 
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図表12 一般行政経費（補助・単独）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 

 

   補助事業は2010年度の子ども手当の創設などを経て、社会保障経費を中心に増加傾

向にあるが、通常の単独事業はほぼ横ばいで、これを地方創生枠と重点課題対応分

が底上げするかたちとなっており、この別枠を除けば事実上14兆円程度が一般行政

経費単独事業の相場となっている。 

    しかし、星野（2018）が指摘するように(９)、単独事業の多くを占める社会保障

費は扶助費等の決算でみると年々増加傾向にあり、実態が増加する一方で計画ベー

スの水準が長年抑制されている状況は理解しがたい。 

 

(４) 投資的経費 

   投資的経費は13兆153億円（12.0％）、うち直轄・補助が６兆9,077億円（18.9％）、

単独事業が６兆1,076億円（5.2％）といずれも、既述の景気対策を背景に近年では

                                                                                 

(９) 自治労主催、2018年地方財政セミナー講演資料（2018年２月）参照 
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大の伸びとなっている。 

  ◆ 直轄・補助 

    直轄事業の地方負担は6,368億円（13.5％）で河川、砂防、道路整備、港湾など

多くの事業で前年度を上回っている。 

    補助事業の事業費は６兆2,708億円（19.5％）で前年度を１兆217億円上回ってお

り、景気対策型の地財見積もりとなっている。 

    図表13は投資的経費のうち補助事業の事業費と地方負担額の推移を示したもので

ある。 

    事業費ベースでみると東日本大震災を機に公共事業が上昇し、その後ほぼ横ばい

で推移しており、2019年度において著しく上昇している。これにともなう地方負担

も同様であり、2018年度から2019年度にかけて5,725億円増加している。 

    増加額の内訳をみると一般公共事業（治水治山、道路整備等）で6,864億円（う

ち地方負担3,528億円）、その他公共事業（文教施設や厚労施設等）で3,365億円

（うち地方負担2,203億円）、災害復旧事業で▲13億円（地方負担２億円）となっ

ている。 

 

図表13 投資的経費（補助）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 
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  ◆ 単独事業 

    図表14は単独事業の内訳である。緊急防災・減災事業費、公共施設等適正管理推

進事業費は前年度同額で、景気対策である緊急自然災害防止対策事業費が唯一増加

要因となっている。同事業は３年間の臨時対策であり、単独事業の増大は一時的な

ものになると予想される。 

    その他では普通建設事業費の減少が災害復旧事業費、過疎対策事業費の増額で相

殺されている。 

 

   図表14 投資的経費（単独）の内訳 

(億円) 
 2017 2018 増 減 

普通建設事業費 27,718 27,510 -208 

災害復旧事業費 375 380 5 

過疎対策事業費 10,878 11,081 203 

地域活性化事業費 820 820 0 

旧合併特例事業費 6,602 6,602 0 

防災対策事業費 948 948 0 

施設整備事業費 935 935 0 

緊急防災・減災事業費 5,000 5,000 0 

公共施設等適正管理推進事業費 4,800 4,800 0 

緊急自然災害防止対策事業費  3,000 皆 増 

合  計 58,076 61,076 3,000 

   (資料) 地財計画資料より作成 

 
 

 

 4. 歳入の特徴 
 

(１) 概 況 

   図表15は歳入項目の2007年度以降の推移である。 

   2019年度の状況は、一般財源関係では地方税が引き続き増加しており、2007年、

2008年度のピーク以来、40兆円台に達した。また、地方譲与税は地方法人特別譲与税

の伸びや森林環境譲与税の導入。地方特例交付金は幼児教育無償化の地方負担分の国

費補てんや車体課税の環境性能割の減収対策が加わり増加している。 
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   地方債は臨財債の発行が減少する一方で、緊急防災・減災事業および公共施設等適

正管理推進事業の起債分が計上されたことで、2017年度から微増に転じている。 

   地方税以外で目立った増加傾向を示しているのが社会保障関連を中心に伸びている

国庫支出金である。 

 

図表15 地方財政計画（歳入）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 

 

(２) 地方税 

   地方税は政府の経済見通しや税制改正等を踏まえ、全般的に増収見通しとなってい

る。図表16は主な地方税の推移である。 

   個人住民税や固定資産税は増加傾向がみられ、地方消費税は2014年度の増税以降、

４兆円台後半で安定しており、今年10月の地方消費増税の影響額はほとんど表れない。 

   大きな変動がみられるのは事業税で、2008年度の地方法人事業税の導入による事業

税の減税やリーマンショックにともなう減収で落ち込んだが、2014年度以降、消費増

税にともなう事業税の一部復元や景気回復により増収となっている。 
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図表16 地財計画の主な地方税見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 各年度の地財計画資料より作成 

 

 

(３) 地方譲与税 

   地方譲与税は２兆7,123億円（5.3％）で、このうち地方法人特別譲与税が２兆

1,351億円（5.6％）と主な増加要因となっている。また、既述の通り、森林環境譲与

税が新たに200億円計上された。 

   2020年度からは地方法人特別譲与税に代わり、特別法人事業譲与税となる。 

 

(４) 地方特例交付金 

   地方特例交付金は4,340億円（181.1％）と大幅に増加した。これまで住宅ローン減

税の個人住民税減収補てん分が計上されてきたが、「子ども・子育て支援臨時交付金」

および「自動車地方特例交付金」が臨時的措置として計上されることによる一時的な

変動である。 
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(５) 地方交付税 

   交付税総額は前年度増となったが、交付税の法定率分でみても2011年度以降増加傾

向が続いている。 

   図表17は交付税法定率分の状況である。消費増税にともなう法定率の充実も含め、

全体で6,637億円の増加となった。 

   2020年度は消費税法定率分の平年度化に加え、地方法人税の税率引き上げによる増

加要因が加わる。 

 

  図表17 交付税法定率分の状況 

                           (億円) 

2017 2018 増 減 

所 得 税 62,956 65,982 3,025

法 人 税 40,273 42,560 2,287

酒   税 6,555 6,355 -200

消 費 税 39,154 40,335 1,181

地方法人税 6,533 6,876 343

法定率分計 155,471 162,108 6,637

  (資料）地財計画資料より作成 
 

 

(６) 国庫支出金 

   国庫支出金は14兆7,174億円（7.8％）と増加傾向が続いている。 

   図表18は主な国庫支出金の推移である。これまでの増加要因の傾向では障がい者自

立支援給付費等負担金および、子どものための教育・保育給付交付金（認可私立保

育・幼稚園、小規模保育等運営費）などの社会保障負担金およびその他公共事業以外

の普通補助負担金が主なものであるが、2019年度については公共事業関連が増加して

おり、景気対策の影響が顕著に表れている。 
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図表18 国庫支出金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 地財計画資料より作成 

 

(７) 地方債 

   地方債は９兆4,282億円（2.3％）で、臨財債は前年度比で7,297億円減少したが、

一方で景気対策にともなう公共事業関連の地方債発行により、全体では2,096億円の

増加となった。 

   図表19は地方債の主な事業内容である。 

   防災・減災・国土強靱化緊急対策で6,084億円、単独事業の緊急自然災害防止対策

で3,000億円それぞれ皆増となっている。 

   いずれも３カ年の措置であり、実質的な地方債は減少傾向にある。 
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図表19 地方債の事業別内訳 

(億円) 

 2017 2018 増 減 

公共事業等 16,476 16,627 151 

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 6,084 皆 増 

教育・福祉施設等整備事業 3,391 3,402 11 

一般単独事業 22,634 25,415 2,781 

主な内訳 一 般 2,332 2,113 -219 

 地方道路等 3,221 3,221 0 

 旧合併特例 6,200 6,200 0 

 緊急防災・減災 5,000 5,000 0 

 公共施設等適正管理 4,320 4,320 0 

 緊急自然災害防止対策 3,000 皆 増 

その他 辺地及び過疎対策事業 4,485 4,561 76 

 公営企業債 1,387 1,585 198 

 臨時財政対策債 39,865 32,568 -7,297 

 その他 3,948 4,040 92 

合    計 92,186 94,282 2,096 

(資料) 地財計画資料より作成 

 
 

 

 結び ― 景気対策型地財対策と財源付与なき義務づけ？ 
 

 2019年度地財計画は、規模および一般財源総額ともに過去 高水準となり、財源保障枠

が充実した印象を受ける。地方六団体の声明などでも「一般財源総額を確保」について高

い評価がみられる。 

 しかし、今回の地財計画の水準は、消費増税等にともなう社会保障の充実以外に、投資

的経費の補助・単独事業などの一時的な景気対策の上積みも含まれており、中期的にみて

安定的な規模とはいえないだろう。また、一般財源総額の増加についても、一般行政経費

の補助裏や森林環境譲与税の導入などが主な要因であり、その所用額見合いの財源が確保

された結果である。そもそも、政府の基本方針における「一般財源総額の実質確保」の

「実質」とは、一般財源を基準年と同水準で維持する原則のもとで、国の施策などにとも

なう一般財源の追加的な所要額を上積みする考え方であり、2019年度もその基本路線の範

囲内と考えられる。 

 では、これまでの同水準ルールにもとづく一般財源総額の水準が、国の政策や制度改革
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にともなう財政需要を充足しているかといえば疑義がある。 

 本稿では厳密な実証にはいたっていないが、文中で述べたように森林管理にかかる諸経

費を森林環境譲与税の枠で完結させていること。また、実態として社会保障関連の単独事

業が増加しているにもかかわらず、一般行政経費の単独事業が中期的に横ばいで推移して

いることなどを踏まえると､「財源付与なき義務づけ」が潜んでいる可能性を疑わざるを得

ない｡ 

 なお、一般行政経費の単独事業は包括的な計上ゆえに、その水準を検証することが困難

であるが、1970年代後半の資料によれば、単独事業を一般経費と社会福祉系統経費に区分

し、前者について補助事業の伸び率などを反映させていた(10)。こうした算定方法をとる

根拠は不明だが、補助事業にともなう自治体の関連事業を織り込んだものと考えられる。

これを今日の積算状況と単純に比較できないものの、当時の算定方法からみれば、補助事

業が増加傾向にある一方で、単独事業については伸びが抑えられているというのは違和感

がある。消費増税にともない自治体の社会保障の取り組みがさらに求められるなかで、一

定の伸びが保障される必要がある。 

 景気対策や地方創生のような臨時的な政策が織り込まれるなかで、とかく地財計画や一

般財源総額の規模が注目されがちであるが、消費増税等が平年度化する2020年度を見据え

て、標準的な行政水準として財源保障に資する地財計画の収支の姿を、中期的な視点から

検討する必要があるのではないだろうか。 

（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：消費増税／森林環境譲与税／地方法人税／

      幼児教育無償化／特別法人事業譲与税 
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