「全国知事会議」の概要

去る七月十四日と十五日の両日にわたり︑三重
県 伊 勢 市 の﹁ 三 重 県 営 サ ン ア リ ー ナ ﹂に お い て︑

の検討結果に沿って対応することを決定しまし
た︒

・仕事と子育ての両立支援に係る提言︵本文︶
︵別添 ︶

県知事のあいさつの後︑
﹁平成二十二年度国の施策

会議では︑麻生会長及び地元開催県の野呂三重

指すべき方向について中長期的視点から研究する

定するための﹁戦略会議﹂の設置︑また︑国の目

設定し︑その達成に向けた戦略及び行動方針を決

覧いただけます︒

会 の ホ ー ム ペ ー ジ︵

を掲載します︒

並びに予算に関する提案・要望﹂
︑直轄事業負担金︑

ための﹁この国のあり方に関する研究会﹂の設置

さらに︑今後︑本会として重点的な政策目標を

政権公約評価及び政党支持︑地方交付税︑地方税
を決定しました︒

・地方交付税の復元・強化に関する提言︵本文︶
︵別添 ︶

・地方税源の確保・充実等に関する提言︵本文︶
︵別添 ︶

・地方分権改革にかかる今後の行動方針︵本文︶
︵別添 ︶

・住 民 サ ー ビ ス 確 保 の た め の 地 方 消 費 税 引 き 上 げ
に向けた提言︵概要版︶︵別添 ︶

︶で ご
http://www.nga.gr.jp/

なお︑全国知事会議の配付資料については︑本

源︑地方分権改革にかかる今後の行動方針並びに

・平成二十二年度国の施策並びに予算に関する提

本号では︑

全国知事会議を開催しました︒
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地方消費税等について活発な協議を行いました︒
協 議 の 結 果︑
﹁平成二十二年度国の施策並びに

案・要望︵別添 ︶
政策提案︵全文︶

予算に関する提案・要望﹂
︑
﹁直轄事業負担金の支
払い基準及び今後の廃止方針﹂
︑
﹁地方交付税の復

・直 轄 事 業 負 担 金 制 度 の 改 革 に 関 す る 申 し 合 わ せ

政策要望二十七項目︵項目名︶

等に関する提言﹂
︑
﹁地方分権改革にかかる今後の

〜直轄事業負担金の支払い基準及び今後の廃止

元・強化に関する提言﹂
︑
﹁地方税源の確保・充実

行動方針﹂
︑
﹁住民サービス確保のための地方消費

方針〜︵別添

︶

税引き上げに向けた提言﹂及び﹁仕事と子育ての
両立支援に係る提言﹂を決定しました︒
政権公約評価については︑本会として︑地方分
権に絞って客観的で明確な基準をもって評価を行
うこととし︑具体的な政党支持については行わな
いこととしました︒
また︑地方消費税の引き上げに向けての本会と
し て の 提 言 は︑
﹁住民福祉を支える地方消費税の
引上げを含む税制抜本改革の提言﹂として︑より

・住民福祉を支える地方消費税の引上げを含む税
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1
2

制抜本改革の提言︵別添 ︶

7

わかりやすいタイトルと内容に再調整しました︒
このほか︑積立資産の取扱いについては検討ＰＴ

3
4
5

（別添1）

平成二十二年度国の施策並びに予算に関する提案・要望

政策提案
1

第二期地方分権改革を強力に推進

真の地方自治の確立に向けた地方分権改革について
〜 第二期地方分権改革を強力に推進 〜
地方分権改革の推進は、地方分権改革推進法に規定されているとおり、地方公共団体の自主性及び自立

性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、もっ
て個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものである。
我が国の将来を希望に満ちた明るいものとしていくためには、国民の暮らしを守り、安心社会の実現に
向け、福祉、医療、教育、防災、治安など住民に身近で不可欠な行政サービスを持続可能なものとするこ
とが重要であり、地方分権改革の着実な推進とこれを支える地方税財政の充実強化は喫緊の課題である。
政府は、地方への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの徹底した見直し、国・地方の税源配分 5：5
の実現など、強い政治的リーダーシップの下、地方との協議の上、第二期地方分権改革を着実に推進する
よう強く要望する。
【背景・理由】
『第一次地方分権改革』では、地方を「国の下請け機関」とみなしてきた機関委任事務制度を廃止し、国と
地方を法制度上、
「上下・主従」から「対等・協力」の関係に変え一定の成果を見ることができた。
しかし、税財政に焦点を当てた「三位一体の改革」は、国から地方へ3兆円の税源移譲がなされたものの、
国の強い関与を残したまま国庫補助負担率の引下げや、地方交付税の大幅な削減など、地方の行財政基盤の
確立という点では不本意な結果に終わり、国の財政再建が優先され、地方分権改革の視点からは極めて不十
分なものにとどまったと言わざるを得ない。
第二期地方分権改革は、地方分権改革推進法の下、これまで培ってきた地方分権改革の成果や三位一体の
改革の経緯を踏まえ「未完の改革」を完結させる改革である。改革完結に向けて地方は、今再び英知を結集
させ邁進していく所存である。政府においては『地方の活力なくして国の活力はない』の旗印の下、官僚主
導ではなく政治主導で改革を推進することを強く望むものである。
また、分権改革は地方が単独で進めているのではなく、多くの国民の共感を呼び起こし、それを支えに改
革をもう一度動かすことが重要である。さらに、地方は、暮らしに必要な公共サービスを効率的・効果的に
提供し、文化や産業などの地域の個性を活かしたまちづくりを行い、住民から信頼される自治体の姿を描き、
国民に夢を与える分権型の国の仕組みと社会の将来像を示すことが求められている。
我々は、この改革が進む先に『真の地方分権』があり、分権改革の究極の目的である「ゆとりと豊かさを
実感できる社会」が実現できると確信している。
政府においては、我々のこの重大な決意を重く受け止め、十分理解し、以下に掲げる事項を実現されるこ
とを求める。
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Ⅰ

第二期地方分権改革
― 住民本位の豊かな地域づくりの実現に向けて ―

（1）出先機関改革
○地方への権限移譲、二重行政の整理等による国の出先機関の廃止・縮小など、実効ある出先機関改革を
具体化すること。
○「地方振興局（仮称）
」等については、住民自治の観点からも問題があり、巨大な国の機関になること
を避け、地方分権の方向を踏まえて検討すること。
○移譲される事務・必要人員について、徹底した精査を行うこと。
○移譲事務に必要な人材確保について、地方が主体的に選考できる仕組みをつくること。
○事務・権限の移譲と人員の移管等に必要な財源措置を早急に明確化すること。（平成 21 年度）
地方分権改革推進委員会の第2次勧告を踏まえ、政府は本年3月に「出先機関改革に係る工程表」を作成し、
8府省15系統の機関を中心に出先機関改革を進めることとし、今後の主な工程を示したが、地方への事務・
権限の移譲内容、組織改革の具体的な方向性、職員削減の数値目標等は今後の検討に委ねられている。
我が国が未曾有の世界的な経済危機に立ち向かい、疲弊した地域が活力を取り戻すためにも、徹底した地方
分権を推進し、国は国として果たすべき役割に専念することが不可欠である。
このため、
政府が今後策定する
「改革大綱」
においては、これが真に地方分権を進めるものとなるよう、事務・
権限の思い切った地方への移譲と合わせ、組織改革の具体的な方向性、職員削減の数値目標等を明示し、抜
本的な出先機関改革を進めるよう、強く要請する。また、
「地方振興局（仮称）
」等については、都道府県へ
の権限移譲と大幅な人員削減をまず先行した上で、その在り方を検討すべきである。
現在、政府は、工程表に沿って事務・権限の見直しに伴う人員の移管等の仕組みを検討するため、人材調
整準備本部を設置し、地方自治体の構成員の参画の下で現在検討が行われているが、地方への権限移譲の推
進に当たっては、財源措置と地方において必要となる人員の移管等を一体として進めなければならない。こ
のため、政府は、上記の事項について、地方と十分に協議しながら出先機関改革を進めるよう要請する。
（2）道路・河川の権限移譲等
○都道府県が移譲を希望する区間・路線については原則移譲するなど、権限移譲の範囲の拡大や時期等に
ついて、都道府県の意向を最大限尊重すること。
○財源措置のないまま先行移譲された案件について、財政措置が制度化された際にはその対象とすること。
○権限移譲に係る財源措置や人的対応など、権限移譲を進めるために必要な基本的事項について、具体的
な考えを早急に示すこと。
（平成 21 年度）
○各都道府県との個別協議を進める上での課題や問題点を整理・解消するため、政府と全国知事会との全
体協議の場を設けること。
（平成 21 年度）
地方分権改革推進委員会の第1次勧告で示された道路・河川の権限移譲については、現在、国土交通省と
各都道府県の個別協議が進められているが、将来予定されている事業の実施見通しや、財源・人員・資機材
等の確保、大規模災害時の対応など移譲に伴い当然に必要となる基本的事項がいまだ曖昧であり、具体化の
時期やスケジュールが示されていない状況である。
こうした中で、本年4月1日には財源措置のないまま直轄国道の権限移譲がなされた事案が発生している。
政府においては、各府省が一体となり、権限移譲を進めるために必要な基本的事項について、早急に具体的
な考えを示すとともに、各都道府県との個別協議を進める上での課題や問題点を整理・解消するため、本会と全
体協議の場を設けること。また、情報の提供に一層取り組み、都道府県が移譲を希望する区間・路線については
原則移譲するなど、移譲範囲の拡大や移譲時期等について都道府県の意向を最大限尊重することを強く求める。
なお、財源措置のないまま先行移譲された案件については、財政措置が制度化された際にはその対象とす
るよう強く要請する。
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（3）義務付け・枠付けの見直し（平成21年度）
○地方分権改革推進委員会は、「中間報告」で示した重点事項の各条項について、具体的に講ずべき措置
を早期にわかりやすく明らかにすること。あわせて、重点事項以外で第 2 次勧告において見直すべき
とされた約三千の項目についても、対応方針を示すこと。
○同委員会は、第 3 次勧告に次の事項を盛り込むこと。
・
「中間報告」で示された義務付け・枠付けを許容する場合を極力限定的にとらえることにより、現行
の義務付け・枠付けを抜本的に見直し、廃止・縮小すること。
・政省令に基づく義務付け・枠付け等についても、今後の見直しの方向性を示すこと。
・国の関与全般をチェックする組織的な仕組みをつくるとともに、裁定的関与を見直すこと。
○政府は、同委員会の勧告及び今回の中間報告を重く受け止め、第 2 次勧告で見直し対象とされた全て
の項目について、地方分権改革推進計画及び新分権一括法案に盛り込むべく、見直しを進めること。
地方分権改革推進委員会は、第2次勧告において、4,076条項の見直すべき「義務付け・枠付け」を示し、6
月5日には、そのうち約1千の「重点事項」について具体的に講じるべき措置方針である「義務付け・枠付け
の見直しに係る第3次勧告に向けた中間報告」を取りまとめた。
義務付け・枠付けの見直しは、地方自治体の自由度を拡大し、地方の創意工夫を活かした住民本意の施策
を迅速に推進する上で不可欠である。
今後は、これを実効ある改革につなげるため、同委員会及び政府に対し、上記の事項に取り組むことを強
く求める。
（4）第1次勧告のフォローアップ（平成21年度）
政府は、地方分権改革推進委員会の第 1 次勧告で示された重点行政分野の見直し等について、早急に
具体化を進めること。
幼保一元化、教育、医療等の重点行政分野の抜本的見直しと基礎自治体への権限移譲等については、各府
省の見直しの具体化が進んでいない状況にあり、政府において、早期に具体化を進めるよう強く求める。
（5）国庫補助負担金の整理・合理化等
○地方の自由度拡大のため、事務の執行に必要な財源を移譲した上で、国庫補助負担金の総件数を半減す
るなど大幅な整理・合理化を行うこと。
○国が都道府県を介することなく、市町村等に直接補助や委託等を行う事務事業について、地方へ権限と
財源を移譲する方向で早急に廃止又は見直しを行うこと。
いわゆる三位一体の改革における国庫補助負担金改革は、国による統制・義務付けを残したまま、国庫補
助負担率の引下げ等に終わり、総件数の削減が進まず、地方の自由度は拡大しなかった。地方の自由度拡大
のため、事務の執行に必要な財源を移譲した上で、国庫補助負担金の総件数を半減するなど大幅な整理・合
理化を行うよう強く要請する。
また、近年増加している、国が都道府県を介することなく、市町村等に直接補助や委託等を行う事務事業
については、二重行政の拡大を招き、国の出先機関の温存につながるなど、地方分権改革に逆行するもので
あり、地方へ権限と財源を移譲する方向で早急に廃止又は見直しを行うよう併せて要請する。
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（6）第3次勧告に向けて（平成21年度）
地方分権改革推進委員会は、下記の事項を第 3 次勧告に盛り込むとともに、速やかに勧告を行うこと。
○国税と地方税の税源配分について、まずは 5 対 5 を実現し、地方消費税の引上げを含め、税源の偏在
性が小さく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築すること。
○地方交付税の財源調整機能、財源保障機能の一体的な復元・強化に向け、地方交付税総額を確保すること。
○国直轄事業負担金について、国と地方の役割分担を明確化した上で、最終的には直轄事業負担金制度を
廃止すること。
○第 1 次、第 2 次勧告の範囲に議論を限定することなく、国と地方のあり方について、根本的な議論を
更に行い、地方分権改革の推進に向け、国民視点に立った大胆な権限移譲方策を示すこと。
○地方の負担を伴う新たな事務事業等については、その企画・立案段階から地方との協議が行われるよう、
「
（仮）地方行財政会議」を法律により設置すること。
地方分権改革を実効あるものとするためには、地方への税源移譲を含む税財政構造の改革は欠くことがで
きない。ついては、地方分権改革推進委員会は、上記の事項を今秋に想定される第3次勧告に盛り込むとと
もに、速やかに勧告を行うよう強く要請する。
（7）地方分権改革の着実な具体化（平成21年度）
政府は、第 3 次勧告以降のスケジュールを示し、地方分権改革推進計画の策定、新分権一括法の制定
に向けた取組を計画的に推進すること。
地方分権改革推進法の期限は本年度末であるが、第3次勧告が今秋になると想定されるなどスケジュール
が遅れていると言わざるを得ない状況であり、地方分権改革の実現が強く懸念されるところである。
政府においては、勧告の取りまとめに向け地方分権改革推進委員会を積極的に支援するとともに、第3次
勧告以降のスケジュールを示し、地方分権改革推進計画の策定、新分権一括法の制定に向けた取組を計画的
に推進するよう強く求める。

Ⅱ

直轄事業負担金制度の改革

（1）負担金の対象範囲等は平成21年度分から見直すこと。
①負担金の対象となる経費の範囲等については、国と地方の関係は対等であることの観点に立ち、
「直轄事業
の実施に直接要する経費」
「
、国庫補助事業の取扱と同様の内容」を基本とし、
早急に見直しを行うべきである。
②負担金の対象経費からは、国庫補助事業では認められていない経費や直轄事業と関係が不明確な経費は明
確に除外するなど、その対象範囲を早急に見直すべきである。
③業務取扱費や人件費等については、
国庫補助事業の取扱との均衡から、制限率・逓減率を設けるべきである。
④これら全国知事会が提案する負担金の対象範囲等の基準は平成21年度分から行うこととし、この見直しの
内容に沿って、適正な請求がなされなければ、各都道府県は議会や住民への説明責任が果たせず、平成21
年度分の負担金の支払いはできない。
（2）維持管理負担金は平成22年度から廃止すること。
維持管理費負担金は、本来、管理主体である国が負担すべきであり、また､ 都道府県管理施設については
都道府県が負担していることとの均衡を欠くことから、平成22年度から直ちに廃止すべきである。
（3）直轄負担金制度を廃止すること。
地方分権の推進の観点に立ち、国による事業は、国土保全や広域的な交通の確保など、本来国が責任を持つ
べき事業に縮減し、その他の事業は地方に権限と財源を一体的に移譲し、直轄事業負担金は廃止すべきである。
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なお、その際には、社会資本整備が遅れている地方に影響が生じないよう配慮すること。
（4）市町村負担金の見直し
市町村負担金は、直轄事業負担金制度の改革の主旨を踏まえ、同様に見直しを進める。
（5）地方の意見が反映できる制度を直ちに創設すること。
事業の採択・実施等に関して、地方公共団体が住民に対し説明責任が果たせるよう、国と地方が対等な立
場で十分に協議し、地方の意見が反映できる制度を法定化すること。
併せて、各年度の事業内容や積算内訳等について、早い段階での詳細な説明や情報提供を行うこと。
直轄事業負担金の対象経費に、職員の退職金や恒久的な庁舎の改築・移転費までが含まれていたことが全
国的に明らかになり、地方にとって大きな負担となっている直轄事業負担金が果たして適正に執行されてい
るかということが大きな問題となった。
このため、全国知事会では、直轄事業負担金に係る情報開示は対象経費の見直しの前提となり、現行制度
の改善や合理的な制度設計の出発点になるものとして、国に対して情報開示を強く求めてきた。しかしなが
ら、その開示内容は、これまで全国知事会が求めてきた国庫補助事業と同程度の内容とはほど遠いものであ
り、引き続き、更なる情報開示と詳細な説明を求めているところである。
直轄事業負担金の問題の解決に向けては、国と地方の関係は対等であることを基本にし、当面対策として
は、こうした情報開示を踏まえた負担金の対象範囲等の見直しや地方の意見が反映できる制度の改善、維持
管理負担金の早急な廃止を行い、そして、抜本的な見直しとしては、地方分権の推進の観点に立ち、国と地
方の役割分担を徹底して見直し、直轄事業負担金制度の廃止を実現していかなければならない。
地方分権改革推進委員会では、本年4月には、
「国直轄事業負担金に関する意見」を取りまとめ、直轄事業
の縮減、透明性の確保・充実、負担金のあり方の見直しについて、国に要請をされたところである。
政府は、地方分権改革推進委員会の意見を尊重し、地方の意見に真摯に耳を傾けて、分権型社会にふさわ
しい制度の構築に向けて取り組むべきであり、全国知事会として、上記のことを実現するよう強く求める。

Ⅲ

地方分権改革に対応した地方税財源の確保・充実

（1）地方分権改革に対応した地方税財源の確保・充実
①

事務・権限の移譲に伴い必要となる地方税財源の確保
事務・権限の移譲を具体化する際には、それに伴い必要となる地方の税財源を確実に確保するなど、明

確な財源措置を講じること。
地方分権改革推進委員会は、これまで第1次勧告において、地方団体を「地方政府」と位置づけ、国の役割
を限定し、国と地方の二重行政を排除すること、住民に身近な事務はできるだけ地方団体が担うことなどの
基本方針を打ち出し、また、昨年12月に「義務付け・枠付けの見直し」及び「国の出先機関の見直し」を柱と
する第2次勧告をとりまとめたところである。また、この間、政府においても、
「地方分権改革推進要綱（第1
次）
」を決定し、地方団体への権限移譲等に取り組むこととしている。
今後、事務・権限の移譲を具体化する際には、それに伴い必要となる地方の税財源を確実に確保するなど、
明確な財源措置を講じることが必要不可欠である。
②

地方消費税の引上げを含む地方税改革の早期実現
地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の引上げ

を含む地方税改革を早期に実現すること。
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昨年12月に閣議決定された「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』
」及
びそれを踏まえた「平成21年度税制改正法」附則（本年4月施行）において、
「地方税制については、地方分権
の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討する」と
された。
地方消費税の充実は、今後、確実に増嵩が見込まれる医療、福祉等の社会保障や教育、環境、警察、消防
といった住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供していくために必要なものであり、目指すべき、本
来あるべき地方税体系の構築に資するものである。このため、引き続き徹底した行政改革を推進することは
もとより、景気の回復が図られることを前提に、国・地方を通じる税制の抜本改革を行う際には、地方消費
税の引上げを含む地方税改革の実現を図るべきである。地方分権改革推進委員会においては、この秋に予定
されている第3次勧告において、こうした趣旨が盛り込まれるようにすべきである。
なお、消費税、地方消費税の引上げを行う際には、低所得者層ほど税負担が重くなる「逆進性」が高まる
との指摘があることも踏まえて、十分な配慮が必要である。そのための手法として、①食料品等の生活必需
品や特定のサービスへの軽減税率の導入、②その前提としての「インボイス方式」の導入、③さらには所得
税の税額控除と低所得者層への給付金を組み合わせた「給付付き税額控除制度」等による緩和措置の導入な
どについて、検討する必要がある。
③

偏在性が小さく安定性を備えた地方税体系の構築
国と地方の税源配分 5：5 を目指した税源移譲などにより地方税源の充実を図ること。その際には、地

域間の財政力格差に留意し、偏在性が小さく安定性を備えた地方税体系の構築に取り組むこと。
地方の自主性を高めるためには、国と地方の税源配分5：5を目指した税源移譲などにより、地方税源の充
実を図ることが望ましいが、その際には、地域間の財政力格差に留意し、偏在性が小さく安定性を備えた地
方税体系の構築を目指すべきである。
なお、先般示された、地方分権改革推進委員会の「税財政論点整理素案」では、
「地方税比率（地方税÷（地
方税＋交付税＋補助金等））
」を引上げることが「受益と負担の明確化をはかり、地方自治体が自らの責任で
効率的な自治体経営を自立的に行える税財政構造」の実現につながるものとの認識が示されている。
しかしながら、この「地方税比率」の概念によれば、地方税を何ら充実することなく地方交付税と補助金
等を単純に減らせばそれだけで引上げが実現することとなり、これでは、地方分権の実をあげることができ
ない。このような概念を採用することは不適当である。
（2）自動車関係税制
自動車関係税については、引き続き現行の税率水準を維持し、地方の税財源を確保すること。
国・地方の道路特定財源については、暫定税率分も含めた税率を維持しつつ、一般財源化がなされ、補助
金、交付金も含め従前並みの地方財源が確保されたところである。
極めて厳しい地方財政の状況、道路整備も含めた地方の財政需要などを踏まえれば、引き続き現行の税率
水準を維持し、地方の税財源を確保していく必要がある。
特に、地方税である軽油引取税、自動車取得税は、①安定的な税収が期待でき、②ほとんどの税目で大都
市への税源偏在が課題となる中で、逆に地方の税収ウエイトが大きい貴重な税目であることから、暫定税率
分を含めて引き続き確保すべきである。
（3）低炭素化促進の観点からの見直しについて
税制の具体的な制度設計にあたっては、地方団体の税財源確保に留意して検討を進めること。
「中期プログラム」及び「平成21年度税制改正法」附則においては、
「低炭素化を促進する観点から、税制全
体のグリーン化を推進する」ことが明記されている。
地球温暖化対策、循環型社会づくりなどの施策の推進は、国だけでなく、地方団体も大きな役割を担って
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おり、今後の具体的な制度設計にあたっては、こうした役割を担っている地方団体の税財源確保に留意して
検討を進めるべきである。
（4）課税自主権の拡充について
地域の特色を踏まえた、地方団体の創意工夫を活かすため、課税自主権の拡充に取り組むこと。
現行制度下においては、国・地方を通じ主要な税源は法定税目とされていることから、もともと地方に残
されている税源は少なく、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには自ずから限界があ
るが、地域の特色を踏まえた、地方団体の創意工夫を活かすためにも、その拡充に取り組むべきである。
なお、地方税制改革の方向性として、応益課税原則を徹底する観点から課税自主権を拡充、活用すべきと
の考え方も一部で主張されているが、法定税目との関係で、課税自主権の活用によっても相応の税収が得ら
れないことが一般的であることに十分留意しなければならない。
課税自主権の拡充は、地方の創意工夫を活かした政策税制を可能とするものであり、課税自主権の制度的
拡充を理由に、地方交付税等の財政措置が縮減されてはならない。

Ⅳ

住民福祉を支える地方消費税の引上げを含む税制抜本改革

（1）住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供していくため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的
な地方消費税の引上げを含む税制の抜本改革に取り組むこと。
今後、社会保障をはじめ、教育、警察、消防といった住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供して
いくためには、その財源として、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税の引上げを含む税制の
抜本改革に取り組むべきである。
地方消費税の引上げは、経済状況の好転を前提に低所得者等の負担にも配慮しつつ、消費税を含む税制の
抜本改革の中で実現を図るべきである。
各都道府県においても、行政委員の報酬や再就職先における職員の退職金のあり方等について、各都道府
県の実情を踏まえて検討・実施するなど、住民の理解を得るためにさらに一層の行革を進めるとともに、国
に対し徹底した無駄の排除を求めていく。
（2）地方消費税は、今後の行政サービス需要を賄える水準を確保すること。
地方消費税は、社会保障をはじめ多様な行政サービスの財源としての性格を維持しつつ、少子高齢化や地
方分権の進展に伴い増大する地方の役割を踏まえ、
今後の行政サービス需要を賄える水準を確保すべきである。
特に、社会保障に関して、地方自治体は、年金、医療、介護等の制度化された給付に対する応分の負担だ
けでなく、地域医療の確保や子育て支援など、多様な給付・サービスの提供により、地域社会の安心を支え
ていることを十分に踏まえた検討がなされるべきである。
（3）都道府県知事は、消費税・地方消費税の引上げを含む税制の抜本改革の実現に向けて、国民の理解を
得ていく運動を推進していく決意であり、国政においても、国・地方を通じた税財政構造の再建に責
任ある対応と展望を示すこと。
都道府県知事は、市町村長とも連携して、国・地方がおかれている状況を分かりやすく説明し、消費税・地
方消費税の引き上げを含む税制の抜本改革の実現に向けて、国民の理解を得ていく運動を推進する決意である。
国政においても、真摯な議論を行うとともに、国・地方を通じた税財政構造の再建に責任ある対応と展望
を示すべきである。
我が国の財政は、国・地方の債務残高が累増し、構造的な危機に直面している。地方は、平成21年度の地
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方財政対策により、かろうじて予算編成ができたものの、歳出に対して歳入が絶対的に不足する事態は改善
されていない。
今回、改めて試算を行った結果、地方の財源不足は、平成24年度には最大 13.1兆円（仮に現行の地方消費
税に換算すれば約5.2%に相当）に拡大し、財政調整基金も枯渇に至るなど、住民に不可欠なサービスを維持
できるかどうかの瀬戸際に立たされる。
もとより、不断の行革努力は当然であるが、地方は国をはるかに上回る歳出削減を行っており、行革努力
のみでは増大する社会保障等の行政サービス需要に対応できない。また、身近なサービス水準の更なる切り
下げや廃止を行えば、住民生活が立ちゆかなくなり、国民の理解を得ることは困難である。
根本的な解決のためには、国・地方を通じた歳入増加策が不可避であり、地方においては、少子高齢化や
地方分権の進展の下で、住民が安心して暮らすことができる行政サービスを支えるための確かな財源が不可
欠である。
当面は経済危機を克服するための取組に全力を挙げるべきであるが、同時に我々は、行政の責任者として、
住民に対し、負担増についても避けることなく議論し、理解を得ていく努力をしていかなければならない。
このような見地から、全国知事会として、上記のことを実現するよう強く求める。

Ⅴ

地方交付税の復元・増額

（1）景気低迷による税収の落ち込みへの適切な対応を図ること。
景気の低迷により平成22年度の地方税収や地方交付税の原資となる国税の収入減が予想されることから、
地方財政計画上の財源不足額を的確に算定することにより、必要な地方交付税等の総額を確実に確保するこ
と。
＜地方財政計画の税収に対する決算額＞
⑲ ▲ 8,455億円
⑳ ▲16,429億円

＜地方財政計画の地方財源不足額＞
⑲ ▲ 4.4兆円
⑳ ▲ 5.2兆円

（2）国の社会保障費等の増加に対応した積み上げを行うこと。
国の概算要求基準において、経済社会状況への対応として社会保障について自然増（1兆900億円）がその
まま認められたこと、及び経済危機対応等特別措置（3,500億円）が新設されたことに伴い、相応の地方の財
政需要の増加を地方財政計画に適切に積み上げること。
＜基本方針2006（2006 〜 2011年までの5年間の抑制方針）＞
社会保障

国は自然増分を▲1.1兆円抑制（▲2,200億円/年）
地方は自然増分を▲0.5兆円抑制（▲1,000億円/年）

公共事業等

国は公共事業関係費を毎年度3%削減
地方は投資単独事業を毎年度3%削減

（3）地域経済の再生に必要な施策展開のための増額を図ること。
日本の再生には地域経済の再生が不可欠。最前線で対応にあたる地方の創意と工夫を活かした施策展開が
図られるよう、地方交付税を増額すべきである。
少なくとも、21年度に措置された地域雇用創出推進費や経済危機対策交付金に相当する額を地方の財政需
要に盛り込むこと。
＜平成21年度の地域経済のための特別の措置＞
地域雇用創出推進費

5,000億円

経済危機対策交付金

1兆円

（4）義務的経費の交付税算入不足の解消を図ること。
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公債費、医療関係費など義務的経費において、基準財政需要額と決算額が大きく乖離していることから、
算入不足を解消するよう地方交付税を増額すること。
＜主な決算乖離事例（乖離額・措置率）＞
生活保護

330億円（88.9%）

難病治療研究

393億円（38.9%）

病院事業繰出
公債費

1,542億円（33.7%）
25,262億円（80.0%） 等

計約3.2兆円

（5）三位一体改革により縮小した財源調整機能の復元を図ること。
財政力の地域間格差は、三位一体改革前の水準に比べ拡大していることから、地方交付税の財源調整機能
を復元するため、地方交付税を増額すること。
＜地方税収等に係る地域間格差の拡大・是正状況＞

Ⅵ

⑮

1.73（地方税）→1.03（地方税＋交付税等）

⑲

1.73（地方税）→1.19（地方税＋交付税等＋地方再生対策費＋経済危機対策交付金）

行財政改革の推進
国は自らの行財政改革を断行すること。

地方公共団体はこれまで、市町村合併による行政組織の再編統合や国に先んじて大幅な職員削減や給与
カットなど、懸命に行財政改革に取り組み、平成13年度から平成20年度の職員削減率を見ても、国の非現業
職員の1.9%に比べ、地方一般行政職員は12.4%と6倍を超える行政改革を進めており、国を上回るペースで歳
出削減努力を行ってきた。
しかしながら、国においては、こうした地方の実態にもかかわらず、更に厳しい歳出削減を地方に課す一
方で、自らが実施すべき地方支分部局（出先機関）の廃止・縮小などは進められていない。
我々地方は、今後も引き続き行財政改革に取り組み、一層効率的な行財政運営に努め、住民サービスの向
上を図るとともに財政基盤の強化に取り組む決意である。国は、遅れている国自身の行財政改革を断行すべ
きである。

2

国の法令制定時等における地方の意見の反映について

「地方の意見の反映」については、法整備等の面において一定の評価を行うが、意見聴取の機会や、地
方が表明した意見の反映が十分とは言い難い。
国と地方の代表者等が対等・協力の立場で協議を行い、地方の意見を政府の政策立案、執行に反映させ
る「
（仮）地方行財政会議」の法定設置を行うこと。
【背景・理由】
国と地方が、共に住民視点に立った効率的かつ住民満足度の高い行政サービスを提供するには、国と地方
が更にしっかりと連携し、お互いの理解の下に施策を進める必要がある。
現在、国と地方の協議の場として、
「国・地方の定期意見交換会」が設けられているが、地方からの意見の
反映が制度的に担保されたものとはなっていない。
ついては、国と地方の真の対等・協力関係の構築を図り、政府と地方の代表者等が協議を行い、地方の意
見を政府の政策立案、
執行に、
的確に反映するための
「
（仮）
地方行財政会議」
を法律に基づき設置すべきである。
政府は、平成18年の地方自治法改正により、いわゆる「情報提供制度」を創設した。これは、
「（仮）地方行
財政会議」が制度化されるまでの過渡的な制度としては意義のあるものと考えており、平成20年10月に総務
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省自治行政局長が各府省官房長あてに同制度の適切な運用についての通知を行うなど、政府は同制度の定着
に努力されているが、現実には、閣議決定直前に情報提供がなされるなど、地方の意見を十分に取り上げる
ものとはなっていない。ついては、
情報提供時期を地方六団体の意見が法案等へ反映可能な時期とするなど、
制度創設の趣旨を踏まえ、政府全体としての情報提供制度の運用ルールを早急に定めるべきである。

◎政策要望（項目名）
・地方税財政対策について
・新たな地方公会計制度における会計基準の整備について
・道州制に関する基本的考え方について
・農業の振興について
・林業の振興について
・水産業の振興について
・中小企業の振興について
・雇用対策の推進について
・社会資本整備の推進等について
・地方振興の推進について
・社会福祉及び保健医療対策等の拡充について
・次世代育成支援対策の推進について
・人権の擁護に関する施策の推進について
・教育施策の推進について
・資源エネルギー対策の推進について
・環境保全対策の推進について
・災害対策の推進について
・国民保護の推進について
・地域国際化の推進について
・基地対策の推進について
・北方領土及び竹島問題の早期解決について
・拉致問題の早期解決と核実験等への抗議について
・難民漂着事案等に対する体制とマニュアル等の整備について
・座礁放置された外国船舶の処理等について
・地域情報化の推進について
・情報セキュリティ対策の推進について
・新たな過疎対策法の制定について

（別添2）

直轄事業負担金制度の改革に関する申し合わせ
〜直轄事業負担金の支払い基準及び今後の廃止方針〜
平成21年7月14日
全 国 知 事 会

1

負担金の対象範囲等は平成21年度分から見直し

全国知事会は、負担金の対象範囲等について、職員の退職手当や恒久的な庁舎・職員住宅等に係る建設費な
17

ど国庫補助事業では認められていない経費や直轄事業との関係が不明確な経費を明確に除外するなどの見直し
を求めているところである。
しかし、
国土交通省は本年度分は既に予算の割り振りが済んでおり、
本年度からの対応は困難との姿勢である。
このまま国からの詳細な情報開示と全国知事会が提案する負担金の対象範囲等の基準を踏まえた適正な請
求がなされなければ、各都道府県は議会や住民への説明責任が果たせず、平成21年度分の負担金の支払いは
できない。

2

（別紙参照）

維持管理費負担金は平成22年度から廃止

維持管理費負担金は、本来、管理主体である国が負担すべきであり、また、都道府県管理施設については
都道府県が負担していることとの均衡を欠くことから、平成22年度から直ちに廃止すべきである。

3

直轄事業負担金制度は廃止

地方分権の推進の観点に立ち、国による事業は、国土保全や広域的な交通の確保など、本来国が責任を持つべ
き事業に縮減し、その他の事業は地方に権限と財源を一体的に移譲し、国直轄事業負担金は廃止すべきである。
なお、その際には、社会資本整備が遅れている地方に影響が生じないよう配慮するものとする。

4

市町村負担金の見直し

市町村負担金は、直轄事業負担金制度の改革の主旨を踏まえ同様に見直す。

5

地方の意見が反映できる制度を直ちに創設

事業の採択・実施等に関しては、地方公共団体が住民に対し説明責任が果たせるよう、国と地方が対等な
立場で十分に協議し、地方の意見が反映できる制度を法定化すべきである。
併せて、各年度の事業内容や負担金の積算内訳等について、早い段階での詳細な説明や情報提供を行うべ
きである。

（別紙参照）

別紙

直轄事業負担金の対象範囲等の基準
1

基本的な考え方
負担金の対象範囲等は、
「直轄事業の実施に直接要する経費」
「
、国庫補助事業の取扱と同様の内容」
とする。

2

事前協議・情報開示等

■事前協議
事業の計画・実施・変更などの各段階において、国と地方が対等な立場で協議し、地方の意見が反映で
きるよう、事前の協議を法定化。
■事業実施計画書の提出
4月末までに予定額通知書と併せ、事業毎に経費内容の内訳明細、算出根拠等を付した「事業実施計画書」
を提出。
（事業内容変更時も同様）
■完了実績報告書の提出
事業完了後に、補助事業における実績報告と同様の内容で情報提供を行い、各都道府県は履行確認を実施。
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3

負担金の対象範囲
費目等

内

容

建設費
通

○直轄事業の実施に直接関わる業務に限り対象とする。
○複数年度又は複数自治体に跨っている業務は自治体毎に適正に業務量を算定して
所要経費を按分する。

工事費

○工事、測量及試験、用地及補償、船舶及機械器具、附帯工事、事業委託、事業車
両に要する経費。

共

共

通 ○国庫補助事業との均衡から制限率等を設定。

業務取扱費

○工事への直接関与する者を対象とし、管理職は対象外。
人件費

事務費

○国庫補助事業との均衡から制限率を設定。
退職手当

○補助事業と同様に対象外。

公務災害補償費

○補助事業と同様に対象外。

営繕宿舎費

○直轄事業の工事施工に直接必要な現場事務所等に限る。
○国庫補助事業との均衡から制限率を設定。

維持管理費（22年度から廃止）
21年度分に係る対象範囲等については、基本的には建設費に準じる。
○建設事業と維持管理事業に係る経費を明確に区分。
○受益の範囲が複数年度、複数自治体に跨る経費は、適正に按分。

（別添3）

地方交付税の復元・強化に関する提言
〜日本再生の基盤〜
平成21年7月14日
全

国

知

事

会

（地方交付税問題小委員会）
日本経済は地域によって支えられており、地域が再生し、活力を取り戻すことによってはじめて日本が再
生する。
今まさに、少子高齢の人口減少社会における課題に的確に対応していくため、地方が創意工夫を活かして
地域経済の再生に取り組み、主体的に地域住民の生活を守っていくことが求められている。
そのためには、地方財政基盤の確立に向け、地方の財政需要を地方財政計画に適切に積み上げ、必要とな
る地方交付税総額を確保し、その財源調整機能、財源保障機能の一体的な復元・強化を図ることにより、地
方一般財源を充実しなければならない。
我々全国知事会は、国民の地方交付税制度への適切な認識を広め、来年度予算において必要となる地方交
付税総額を確保することはもとより、将来にわたり国民生活の不安を払拭し、日本の未来を切り開くため、
地方交付税の復元・強化を求める。

Ⅰ
1

地方交付税の復元・増額
景気低迷による税収の落ち込みへの適切な対応
景気の低迷により平成 22 年度の地方税収や地方交付税の原資となる国税の収入減が予想されること

から、地方財政計画上の財源不足額を的確に算定することにより、必要な地方交付税等の総額を確実に
確保すること。
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＜地方財政計画の税収に対する決算額＞ ＜地方財政計画の地方財源不足額＞
⑲ ▲4.4兆円
⑲ ▲ 8,455億円
⑳ ▲5.2兆円
⑳ ▲16,429億円
2

国の社会保障費等の増加に対応した積み上げ
国の概算要求基準において、経済社会状況への対応として社会保障について自然増（1 兆 900 億円）
がそのまま認められたこと、及び経済危機対応等特別措置（3,500 億円）が新設されたことに伴い、
相応の地方の財政需要の増加を地方財政計画に適切に積み上げること。
＜基本方針2006（2006 〜 2011年までの5年間の抑制方針）＞
社会保障

国は自然増分を▲1.1兆円抑制（▲2,200億円/年）
地方は自然増分を▲0.5兆円抑制（▲1,000億円/年）

公共事業等 国は公共事業関係費を毎年度3%削減
地方は投資単独事業を毎年度3%削減
3

地域経済の再生に必要な施策展開のための増額
日本の再生には地域経済の再生が不可欠。最前線で対応にあたる地方の創意と工夫を活かした施策展
開が図られるよう、地方交付税を増額すべきである。
少なくとも、21 年度に措置された地域雇用創出推進費や経済危機対策交付金に相当する額を地方の財
政需要に盛り込むこと。
＜平成21年度の地域経済のための特別の措置＞

4

地域雇用創出推進費

5,000億円

経済危機対策交付金

1兆円

義務的経費の交付税算入不足の解消
公債費、医療関係費など義務的経費において、基準財政需要額と決算額が大きく乖離していることか
ら、算入不足を解消するよう地方交付税を増額すること。
＜主な決算乖離事例（乖離額・措置率）＞
生活保護

330億円（88.9%）

難病治療研究

393億円（38.9%）

病院事業繰出

1,542億円（33.7%）

公債費
5

25,262億円（80.0%）

等

計約3.2兆円

三位一体改革により縮小した財源調整機能の復元
財政力の地域間格差は、三位一体改革前の水準に比べ拡大していることから、地方交付税の財源調整
機能を復元するため、地方交付税を増額すること。
＜地方税収等に係る地域間格差の拡大・是正状況＞
⑮

1.73（地方税）→ 1.03（地方税＋交付税等）

⑲

1.73（地方税）→ 1.19（地方税＋交付税等＋地方再生対策費＋経済危機対策交付金）
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Ⅱ
1

平成22年度地方財政対策に向けて
地方交付税の総額確保

（1）地方交付税の機能の復元・強化
平成21年度地方財政計画において、1兆円規模の財政需要が積み増しされたが、その半分は臨時的措
置であり、日本経済を支える地域経済を活性化し、住民の将来への不安を払拭するためには決して十分
とは言えない。
近年、社会保障関係費の増嵩をはじめとした義務的経費の増加にも関わらず、基準財政需要額は縮減
されているため、地方財政は、一般財源が削減される厳しい状況に陥っている。
今後、地方の底力を発揮し、日本再生の基盤を確立していくという観点から、地方財政計画における
適切な積み上げを通じて、地方交付税の総額を確保し、三位一体改革での不合理な削減により大幅に縮
小した地方交付税の財源調整機能・財源保障機能の一体的な復元・強化が不可欠である。
① 地方交付税の財源調整機能の復元・強化に向けた総額確保
財政力の地域間格差は、三位一体改革前の水準に比べ拡大していることから、地方交付税の財源調整
機能の復元・強化に向け、地方交付税の総額を確保すること。
＜地方税収等に係る地域間格差の拡大・是正状況＞
⑮

1.73（地方税）→ 1.03（地方税＋交付税等）

⑲

1.73（地方税）→ 1.19（地方税＋交付税等＋地方再生対策費＋経済危機対策交付金）

② 地方交付税の財源保障機能の復元・強化に向けた総額確保
基本方針2006では、一般行政経費を2006年度の水準に抑制するとする方針が示されたことから、社会
保障関係費が増額する一方、地方の単独事業費が大幅に抑制されてきた。
こうしたなか、本来措置されるべき個別算定項目における交付税措置額と決算額とが乖離しており、
地方負担が大きく増加している。
このため、地方財政計画において、これらの需要を適切に算定し、地方交付税の財源保障機能の復元・
強化に向けて、地方交付税の総額を確保すること。
＜歳出に充当する一般財源の推移＞
⑮→⑳

社会保障関係費

＋2.7兆円

義務的経費以外の経費

▲2.9兆円

＜主な決算乖離事例（乖離額・措置率）＞
生活保護

330億円（88.9%）

難病治療研究

393億円（38.9%）

病院事業繰出

1,542億円（33.7%）

公債費

25,262億円（80.0%）

等

21

計約3.2兆円

（2）国の社会保障費等の増加に対応した積み上げ
平成22年度国予算の概算要求基準において、社会保障についての自然増（1兆900億円）がそのまま認
められたほか、経済危機対応等特別措置（3,500億円）が新設されたことを踏まえ、地方財政計画の策定
において、適切な対応を求める。
①

社会保障関係経費の増額
概算要求基準において、毎年度2,200億円抑制するとした国の社会保障費の自然増がそのまま認められ

ることに伴い、地方負担分もさらに1,000億円増加することとなり、地方財政を圧迫することになる。
このため、基本方針2006の方針に固執することなく、社会保障関係費をはじめとした一般行政経費の
増額を行うこと。
＜基本方針2006（2006 〜 2011年までの5年間の抑制方針）＞
国

：社会保障費自然増分を▲1.1兆円抑制（▲2,200億円/年）

地方：社会保障関係費自然増分を▲0.5兆円抑制（▲1,000億円/年）
②

地方投資単独事業の充実
概算要求基準において、経済危機対応等特別措置（3,500億円）が創設されたことに伴い、基本方針

2006で毎年度3%削減するとされている地方投資単独事業についても、経済危機対応等特別措置に相当す
る事業の充実を図ること。
＜地方投資単独事業の推移（地方財政計画）＞
⑱

2

10.1兆円 → ㉑

8.1兆円（▲2.0兆円）

国の経済対策に伴う地方財源の確保

（1）経済対策として措置された臨時対策の継続
今回の経済危機に対応して、国は、数次にわたり、平成20年度補正、平成21年度当初、平成21年度補
正による対策を講じてきた。
地方においては、
「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」をはじめ新たに創設された交付金や、地方
交付税措置された地域雇用創出推進費等の1兆円加算を活用した、地域における雇用機会創出事業、妊
婦健診の充実、保育料の減免措置や少人数学級の拡大など、地域ニーズの高い事業を新たに実施若しく
は拡充することが可能となった。
こうした事業については、臨時的な対応とするのではなく、地域の行政サービスとして引き続き提供
できるよう、地域雇用創出推進費の拡充・延長をはじめとした地方財源措置を継続すること。
（2）地域経済の早期安定と雇用の確保
20兆円とも言われる需給ギャップの早期解消を図り、デフレ懸念を解消するとともに、将来の国民生
活に不可欠な社会生活基盤の整備のため、地方が主体となって実需に直結する事業を展開できるよう地
方財源を積極的に措置すること。
また、地域の厳しい雇用状況に対応するため、最前線で対応にあたる地方の創意と工夫を活かした施
策展開が図れるよう、地方財源の充実を図ること。
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（3）国の経済対策における地方財源の確保・充実
国の経済雇用対策に係る地方負担分はもとより、経済対策の一環として地域の実情に応じて実施する
地方単独事業の推進に向け、経済安定化の責任を担う国において以下のとおりすべての団体に対して財
源措置を講じること。
なお、その際必要となる地方交付税財源については、別枠で措置すること。
①

国の経済雇用対策に伴う地方負担の軽減や地域の実情に応じて実施する地方単独事業の推進に向け
た特別の交付金制度の拡充

②

投資的経費に係る地方負担分に補正予算債を措置する場合の元利償還金に対する交付税措置につい
て、公債費方式（現行50%）による交付税算入率の大幅な引き上げなど地方負担の軽減

③

景気対策に係る減税への特別交付金の創設など確実な減収補てん

④

なお、実質公債費比率など財政健全化判断のための指標の算定にあたっては、実態以上に指標を悪
化させないよう、補正予算債の元利償還金に対する交付税措置分について、公債費方式による措置分
のみならず、単位費用による措置分も含めて算定から控除すること。

3

景気後退による税収の落ち込み等への適切な対応

（1）地方交付税財源の確保
現下の経済情勢のもとでは、所得税や法人税など地方交付税の原資となる国税の収入減が予想される
ことから、一般会計における特例加算、交付税特別会計における特別措置、臨時財政対策債などにより、
地方の財政運営に必要な地方交付税等の総額を確実に確保すること。
＜地方財政計画の地方財源不足額＞
⑲

▲4.4兆円

⑳

▲5.2兆円

㉑

▲10.5兆円

（2）適切な税収見込み
景気の低迷により平成22年度の地方税収についても厳しい状況が続くものと想定されることから、地方
財政計画の策定にあたっては、
実態に即した税収を的確に見込み、地方の財源不足額を適切に積算すること。
＜地方財政計画の税収に対する決算見込額＞
⑲

▲ 8,455億円

⑳

▲16,429億円

（3）適切な減収補てん
平成21年度の地方税収が、地方財政計画上の税収見込み額を下回る場合、各地方公共団体の円滑な財
政運営が可能となるよう、減収補てん債の対象税目の拡大等、必要な財政措置を講じること。
＜現行の対象税目＞
・法人税割、法人事業税、利子割、地方法人特別譲与税
＜新たに減収補てん債の対象とすべき税目＞
・個人県民税配当割、個人県民税株式等譲渡割

等

（4）交付税原資の減収に対する適切な財政措置
平成20年度の国税5税の減収に伴う地方交付税の精算額（約6,600億円）については、地方財政運営に支
障のないよう、後年度への繰り延べなど適切な財政措置を行うこと。
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4

地方の財政需要の適切な積み上げ

（1）交付税算入不足額に対する適切な措置
生活保護費や難病治療研究、病院事業繰出など義務的経費において、基準財政需要額と決算額が大き
く乖離していることから、十分検証を行い、適切に需要額を積み上げること。
＜主な決算乖離事例（乖離額・措置率）＞
生活保護

330億円（88.9%）

難病治療研究

393億円（38.9%）

病院事業繰出

1,542億円（33.7%）

公債費

25,262億円（80.0%）

等

計約3.2兆円

（2）算入対象とすべき経費に対する適切な措置
地方公共団体において広く実施されている乳幼児や障害者等への医療費助成などは、標準的な行政
サービスとして新たに基準財政需要額に反映すること。
＜交付税措置のない単独事業の主なもの（19年度地方決算額・実施都道府県数）＞
乳幼児医療費補助金

1,428億円（47団体）

ひとり親家庭医療費補助金
障害者医療費補助金

542億円（47団体）
2,315億円（47団体） 等

計約5,000億円

（3）教職員等の給料に関する基準財政需要額算出単価の適切な積み上げ
小、中、高等学校教職員、警察官の給料の基準財政需要額算出単価は、国家公務員準拠により積算す
ることとされている地方財政計画の単価と比べて大きく乖離している。このため、十分検証を行い、基
準財政需要額に教職員等の給料を適切に積み上げること。
＜教職員等の給料月額比較（地財計画と基準財政需要額の⑳比較：単価乖離額、乖離率）＞
小・中学校教職員 ▲20千円
（▲ 5.2%）×（12 ヶ月＋4.47 ヶ月）×703千人＝▲約2,316億円
高等学校教職員

▲31千円
（▲ 8.3%）×（12 ヶ月＋4.47 ヶ月）×274千人＝▲約1,399億円

警察官

▲37千円
（▲10.9%）×（12 ヶ月＋4.47 ヶ月）×273千人＝▲約1,664億円

（4）制度創設等に伴う地方の負担増に対する適切な措置
国の制度創設・改正に際しては、国の予算上の都合による新たな地方負担の創設や国庫補助率の引き
下げなど、地方への一方的な負担転嫁を行わないこと。
なお、国の補正予算の中には、複数年度の基金事業が含まれているが、次年度以降に実施する交付金
事業に係る地方負担についても、地方財政計画に別枠で積み上げること。
＜制度創設・改正に伴う地方の負担増の事例＞
肝炎治療特別促進事業

都道府県負担1/2

抗インフルエンザウィルス薬備蓄経費

都道府県負担1/2、都道府県超過負担

後期高齢者医療保険基盤安定負担金

都道府県負担1/4→3/4

＜21,21年度の補正で措置された複数年度の基金事業に伴う後年度の地方負担＞
基金総額：2.8兆円

地方負担額：1,300億円/年以上
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（5）国民の安全安心のための社会資本の維持・整備費の適切な積み上げ
橋りょうや排水機などについては、その建設累計数が増加するとともに老朽化が進んでおり、今後こ
れらの長寿命化や更新等のための経費が増大することから、このような国民の安全安心に関わる経費に
ついては、維持・整備に係る必要経費を適切に基準財政需要額に反映すること。
（6）定住自立圏構想や交流人口拡大等による地域振興のための経費の積み上げ
定住自立圏構想や交流人口拡大、維持・存続が危ぶまれる小規模集落などへの対応など、地域間格差
の是正の観点も踏まえ、地域振興のための対策を強化するとともに、それに伴う財政需要は別枠により
積み上げること。
なお、地方再生対策費は地方再生に有効であることから、暫定的な措置である地方法人特別税・同譲
与税による財源を前提とすることなく、地方の財政需要として積み上げること。
（7）条件不利地域など地域の実情に応じた適切な積み上げ
産業構造の脆弱な地域、高齢化率の高い地域、離島、豪雪地帯など条件不利地域や大都市など様々な
条件を抱える地方公共団体等の実情を踏まえ、交流促進など地域振興のための対策も含め、地域の実情
に応じた財政需要を適切に積み上げること。
（8）臨時財政対策債等の元利償還分の別枠加算
国が後年度地方交付税の公債費方式により財源措置するとした臨時財政対策債や補正予算債等の元利償還
金の約束分については、他の基準財政需要額が圧縮されることのないよう、交付税財源を別枠加算すること。

Ⅲ
1

地方交付税制度に関する誤解への反論
新型交付税拡大への懸念
地方交付税算定に関する地方公共団体の予見可能性を高めるため、算定の簡素化を図ることは重要で

あるが、人口・面積による単純化した算定基準の拡大には財政需要の反映の観点から限界がある。
また、人口・面積といった算定基準は、配分にのみ着目したものであり、一定の水準の行政サービス
を行うため必要となる地方の財政需要の総額を積算する基礎とはならないため、交付税総額が国の裁量
に左右され、地方交付税が有する財源保障機能の弱体化につながりかねない。
2

地方交付税をはじめとした地方財政に関する誤った認識の解消

（1）三位一体改革においても地方一般財源は増加しているとの主張は誤り
三位一体改革において地方交付税が2.1兆円削減されたが、地方税が2.7兆円増加しており、この間、地
方の一般財源が増加しているとの主張があるが、地方交付税の代わりとして措置される臨時財政対策債
の削減分（▲3兆円）を無視する議論であり、地方一般財源は実質的に2.8兆円減となっている。
一般財源総額：▲2.8兆円（⑱55.6兆円−⑮58.4兆円）

（2）義務付け・枠付けの撤廃に伴い地方交付税を減額すべきとの主張は誤り
義務付け・枠付けの撤廃が実現すれば、地方交付税を減額すべきといった議論があるが、義務付け・
枠付けが撤廃されたとしても、事務事業自体が廃止されることにはならない。単純に地方交付税の削減
が可能といった認識は大きな事実誤認。
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（3）地方交付税がモラルハザードの原因となっているとの主張は誤り
現行の交付税制度では、地方の歳出削減や税収増加努力に向けた誘因が働かないとの議論があるが、
普通交付税は単純に各団体の収支差を補てんしているものではなく、標準的な水準をもとに算定された
基準財政需要額と基準財政収入額により決定されているものであり、個々の団体の歳出削減努力や税収
確保努力は各団体の収支改善に反映される仕組みとなっている。交付税が財政的なモラルハザードを生
んでいるとの議論は事実誤認。
（4）臨時財政対策債を地方の責任で削減すべきとの主張は誤り
そもそも臨時財政対策債は、地方交付税原資の不足により、地方交付税の代わりとして措置されるもの。
地方交付税の原資不足は、本来、交付税原資となる国税の法定率により調整されるべきものであり、
交付税原資が別途確保されれば、臨時財政対策債の発行は削減されるもので、地方の責任で削減すべき
との主張は事実誤認。
3

地方の行革努力と地方の財政状況

（1）地方財政余裕論は誤り
地方財政が黒字基調であるとの主張があるが、実態は、三位一体改革による地方交付税が大幅に削減
され、地方財政計画において措置されるべき財政需要が措置されず地方一般財源が抑制されるなか、新
規の起債発行を抑制し多額の公債費を償還しながら、債務残高の圧縮に努めている結果に過ぎない。そ
の間、国は税収の伸びにより国債発行が抑制されたに過ぎず、平成16年度に比べ、地方は一般歳出を1.9
兆円削減しているのに対し、国は逆に3.7兆円も一般歳出を増加させている。
国は、これ以上の歳出削減を地方に押しつけるのではなく、自らも行革の推進やムダ排除の徹底など
一層の努力をすべきである。
＜平成21年度の対平成16年度の一般歳出の伸び率（予算ベース）＞
地方：▲2.8%

国：＋7.7%

（2）国関連経費が地方単独経費を圧迫
地方財政計画における地方歳出抑制方針により、地方は懸命の歳出削減努力を行っているが、給与関
係費では義務教育教職員、警察職員など国関連給与費、一般行政経費では生活保護などの国庫補助負担
金を伴うもの、また、投資的経費では直轄事業負担金など、地方の歳出削減努力には限界がある国関連
経費のウェートが高まっており、そのしわ寄せが地域の実情に応じた行政展開を図るための地方単独の
一般行政経費や投資的経費の縮減となって現れている。
地方歳出のうち、国関連経費の地方負担分に充当される割合の高まりを見ると、今や地方交付税は国
の施策を担保するものとなっている。
＜国関連経費の推移（地方財政計画ベース）＞
国関連経費

15年度

27.8兆円

→

21年度

30.1兆円

＋8.3%

地方単独経費

15年度

58.4兆円

→

21年度

52.5兆円

▲12.1%

（3）地方の行革努力の適切な反映
地方は、住民サービスを維持するために必要な経費を確保するため、従来から国を上回る定員削減や
給与カットを実行してきたにもかかわらず、国の財政健全化の名の下にとられた地方財政計画の抑制方
針により、削減相当額が国に吸い上げられる形となっている。地方のさらなる行革に向けた取組を促進
するためにも、こうした行革努力が住民サービスに還元できるよう適切に需要を積み上げること。
26

Ⅳ
1

地方税財政制度の抜本的改善に向けて
地方の自治財政権を担保するための税源配分の実現

（1）国と地方の税源配分5：5の実現
① 国と地方の税源配分をまずは5：5とし、地方消費税の引き上げを含め、偏在性が小さく、税収の安
定性を備えた地方税体系の構築に取り組むこと。
② 地方消費税を含む税体系の抜本的改革を行なったとしても、地域間格差は依然として解消されない
ことから、地方交付税が有する財源調整・財源保障機能の抜本的強化を図ること。
（2）地方消費税の引き上げ
社会保障の安定財源確保に向けた消費税率の検討にあたり、もっぱら年金等国の財源として活用しよう
とする議論があるが、地方消費税や消費税の地方交付税原資部分が地方の固有の財源であり、地方が担う
多様で地域の実情に即した幅広い行政サービスに重要な役割を果たしていることに十分に留意すべき。
税制の抜本改革にあたっては、平成21年度税制改正法附則において「地方分権の推進及び国と地方を通
じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討する」とあるとおり、増嵩する
地方の財政需要に対応して、地方消費税の引き上げ及び消費税の地方交付税原資部分の確保を図ること。
（3）地方への税源移譲に係るさまざまな意見への反論
①

譲与税方式による日本型水平調整に係る議論への反論

そもそも地方公共団体の歳入は、その課税権に基づく税収で確保されるべきである。譲与税は、個々
の地方公共団体では徴収が困難な場合や、国税と併せて徴収せざるを得ない特別な場合にのみ活用すべ
きであり、基幹的な税への活用は地方の課税権の否定につながる。
地方消費税のような偏在性が少なく税収が安定的な税の地方への移譲と地方交付税の充実により、地
方税財源の充実を図るべき。
なお、先般創設された地方法人特別税・同譲与税はあくまで抜本的な税制改革
が行われるまでの暫定措置である。

②

国と地方の実質的な税収支が4：6になっているとの主張への反論

平成21年度において、地方交付税及び譲与税移転後の実質的な税収支では、国と地方が4：6になって
おり、すでに国と地方の歳出割合と一致しているとの主張があるが、現在のように赤字国債で必要経費
が賄われている状況において、税源配分の現実を根拠として議論することは適切ではない。
また、税の仕組みの違いにより、昨年来の景気後退の影響が地方より国の税収に大きく現れている平
成21年度当初のデータにおいて議論するのは適切でない。
加えて、国税である地方法人特別税（平成21年度予算額 8,730億円）を地方税としてカウントするのは
不適切である。

③

地方歳入における地方税比率の引き上げを目標とすることへの懸念

地方税、交付税、補助金等を合わせた額に占める地方税の比率の引き上げを目標とすべきとの議論があ
るが、その手法や国税との連関が不明確であり、仮に地方交付税と補助金等を単純に減らせば、それだけ
で地方税比率の引き上げが実現することになる。これでは地方税財源の充実を図ることにはならない。
地方公共団体として必要な行政サービスを維持するためには、一般財源の充実が必要であり、この視
点なくして地方歳入における地方税比率のみに着目して議論することは、行政サービス水準の切り下げ
や、交付税総額の削減につながりかねない。
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④

課税自主権への過大な期待への反論

分権時代には、自治財政権の強化に向け、課税自主権を拡大することは望ましいが、自治体間で課税
ベースに大きな格差があり、課税ベースが小さく財政力の弱い団体では、地方の課税自主権の拡大を十
分に活用できない状況にあることに留意すべきである。
また、超過課税等による課税自主権の拡充にあたっては、地方の独自施策を展開する際のサービスに
活用されるべきであって、全国的に共通する基本的な住民サービスに充てられるべきではない。
2

地方交付税原資の充実
平成8年度以来、14年連続して地方交付税法の規定に該当する財源不足の状態が続いていることに加
え、今後、社会保障関係費等の義務的経費や、臨時財政対策債をはじめとした地方債の償還のための公
債費の増嵩が明らかである。今後とも、臨時財政対策債等による特別の対策は避けられず、地方交付税
制度の安定的な運営が困難な状況にある。
「中期プログラム」で示された税制抜本改革の実施に合わせ、法定率の引き上げなど、地方交付税原資
の安定確保を図るための抜本的な措置を講じること。

3

事務・権限の移譲に伴う新たな財政負担への適切な措置
第二期地方分権改革に伴う事務・権限の移譲の際に生じる新たな地方財政負担等については、新たな
財政需要として確実に措置すること。
特に道路・河川の権限移譲にあたっては、恒久的な財源措置がなされるまでの時限的な措置として国
直轄事業と同じ国負担率の「交付金等」を創設するとともに、その総額を確保すること。人員の移行に
際しては、徹底的なスリム化はもとより、その給与、退職金等について適切に措置すること。

4

直轄事業負担金制度の廃止
①

地方分権の観点から、国と地方の役割分担を明確化した上で、国による直轄事業は縮減し、地方へ
権限と財源を一体的に移譲することにより、直轄事業負担金制度を廃止すること。

②

維持管理費負担金については、本来、施設の管理者である国がその全額を負担すべきであり、来年
度から直ちに廃止すること。
維持管理費負担金が廃止されれば地方交付税が減少するということを殊更に強調する意見がある
が、もともと財政需要の積み上げが不十分であり、地方交付税全体としても総額が不足しているなか
においては、維持管理費負担金の廃止がストレートに地方交付税総額の減少に結びつくものではない。

③

廃止するまでの間は、地方負担金の使途等の妥当性が判断できるよう、更なる情報開示や詳細な説
明を行うこと。
また、職員の退職手当や恒久的な庁舎、職員住宅に係る建設費など国庫補助事業では認められてい
ない経費や直轄事業との関係が不明確な経費を明確に除外するなど、負担金の対象範囲等を早急に見
直すこと。

④
5

国と地方が対等な立場で十分に協議し、地方の意見が十分に反映できる制度を創設すること。

地方の意見を的確に反映する税財政制度の確立

（1）地方財政計画の透明化と予見可能性の向上
地方財政計画の策定過程の透明化を図るとともに、基準財政需要額の算定方法において地方交付税の
予見可能性を高めること。
（2）制度立案等の検討初期段階での地方の参画
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直轄負担金、社会保障、義務教育など制度立案・見直しにあたっての検討初期の段階で、十分な期間
を確保して情報を提供するとともに、地方財政計画の決定にあたっては地方の参画を図ること。
（3）地方共有税の早期具体化
地方交付税が地方固有の財源であることを明確にし、国の裁量に左右されることなく確保されるよう、
国の一般会計を通さずに特別会計に直接繰り入れる「地方共有税」を早期に具体化すること。
（4）
（仮）地方行財政会議の法律に基づく設置
地方の意見を政府の政策立案、
執行に反映できるよう
（仮）
地方行財政会議を法律に基づき設置すること。

（別添4）

地方税源の確保・充実等に関する提言
―第3次勧告に向けて―
平成21年7月14日
全 国 知 事 会
（地方税制小委員会）

Ⅰ

地方分権改革に対応した地方税財源の確保・充実

（1）事務・権限の移譲に伴い必要となる地方税財源の確保
地方分権改革推進委員会は、これまで「第1次勧告」において、地方団体を「地方政府」と位置づけ、国の
役割を限定し、国と地方の二重行政を排除すること、住民に身近な事務はできるだけ地方団体が担うことな
どの基本方針を打ち出し、また、昨年12月に「義務付け・枠付けの見直し」及び「国の出先機関の見直し」を
柱とする「第2次勧告」をとりまとめたところである。また、この間、政府においても、
「地方分権改革推進
要綱（第1次）
」を決定し、地方団体への権限移譲等に取り組むこととしている。
今後、事務・権限の移譲を具体化する際には、それに伴い必要となる地方の税財源を確実に確保するなど、
明確な財源措置を講じることが必要不可欠である。
（2）地方消費税の引上げを含む地方税改革の早期実現
昨年12月に閣議決定された「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』
」及び
それを踏まえた「平成21年度税制改正法」附則（本年4月施行）において、
「地方税制については、地方分権の推
進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討する」とされた。
地方消費税の充実は、今後、確実に増嵩が見込まれる医療、福祉等の社会保障や教育、環境、警察、消防
といった住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供していくために必要なものであり、目指すべき、本
来あるべき地方税体系の構築に資するものである。このため、引き続き徹底した行政改革を推進することは
もとより、景気の回復が図られることを前提に、国・地方を通じる税制の抜本改革を行う際には、地方消費
税の引上げを含む地方税改革の実現を図るべきである。地方分権改革推進委員会においては、この秋に予定
されている第3次勧告において、こうした趣旨が盛り込まれるようにすべきである。
なお、消費税、地方消費税の引上げを行う際には、低所得者層ほど税負担が重くなる「逆進性」が高まる
との指摘があることも踏まえて、十分な配慮が必要である。そのための手法として、①食料品等の生活必需
品や特定のサービスへの軽減税率の導入、②その前提としての「インボイス方式」の導入、③さらには所得
税の税額控除と低所得者層への給付金を組み合わせた「給付付き税額控除制度」等による緩和措置の導入な
どについて、検討する必要がある。
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（3）偏在性が小さく安定性を備えた地方税体系の構築
地方の自主性を高めるためには、国と地方の税源配分5：5を目指した税源移譲などにより、地方税源の充
実を図ることが望ましいが、その際には、地域間の財政力格差に留意し、偏在性が小さく安定性を備えた地
方税体系の構築を目指すべきである。
なお、先般示された、地方分権改革推進委員会の「税財政論点整理素案」では、
「地方税比率（地方税÷（地
方税＋交付税＋補助金等））
」を引上げることが「受益と負担の明確化をはかり、地方自治体が自らの責任で
効率的な自治体経営を自立的に行える税財政構造」の実現につながるものとの認識が示されている。
しかしながら、この「地方税比率」の概念によれば、地方税を何ら充実することなく地方交付税と補助金
等を単純に減らせばそれだけで引上げが実現することとなり、これでは、地方分権の実をあげることができ
ない。このような概念を採用することは不適当である。

Ⅱ

地域間の財政力格差を是正する地方交付税の機能の復元・強化

偏在性の小さい地方税体系の構築を目指したとしても、地域間の財政力格差を解消することはできず、地
方税源の充実に伴い地方交付税の役割は一層重要なものとなる。
平成20年度の地方再生対策費（4,000億円）の創設、平成21年度の地域雇用創出推進費（5,000億円）を含む1
兆円の従来とは別枠の加算等が行われたが、これらの措置の大半は暫定的なものにとどまっている。
三位一体改革による地方交付税総額の不合理な削減により、大幅に縮小した地方交付税の財源調整機能、
財源保障機能の復元・充実を図るべきであり、引き続き、地方財政計画（歳出）に地方の財政需要を実質的
かつ的確に積み上げ、それに対応した地方交付税総額を確保するべきである。
特に、社会保障関係経費については、
「経済財政改革の基本方針2009」
（6月23日閣議決定）、
「平成22年度概
算要求基準」
（7月1日閣議了解）において、来年度予算の方向として「基本方針2006」以降続けられてきた伸
びを抑制する方針が転換されることとなった。地方においても社会保障関係費の増嵩がこれまで以上に財政
を圧迫していくと見込まれることから、上記の方針転換も踏まえ、増嵩する地方の財政需要を適切に地方財
政計画に積み上げるべきである。
なお、現在、地方分権改革推進委員会において議論されている地方団体に対する義務付け・枠付けの廃止・
縮小は、地方の自由度や自主性を高め、地方の判断で優先度の高い事業を行うことを可能とするものであり、
事業自体が廃止されることにはならない。したがって、義務付け・枠付けの廃止・縮小によって、地方交付
税等による財源保障機能が縮小されるべきものではない。

Ⅲ

自動車関係税制

国・地方の道路特定財源については、暫定税率分も含めた税率を維持しつつ、一般財源化がなされ、補助
金、交付金も含め従前並みの地方財源が確保されたところである。
極めて厳しい地方財政の状況、道路整備も含めた地方の財政需要などを踏まえれば、引き続き現行の税率
水準を維持し、地方の税財源を確保していく必要がある。
特に、地方税である軽油引取税、自動車取得税は、①安定的な税収が期待でき、②ほとんどの税目で大都
市への税源偏在が課題となる中で、逆に地方の税収ウエイトが大きい貴重な税目であることから、暫定税率
分を含めて引き続き確保すべきである。

Ⅳ

低炭素化促進の観点からの見直しについて

「中期プログラム」及び「平成21年度税制改正法」附則においては、
「低炭素化を促進する観点から、税制全
体のグリーン化を推進する」ことが明記されている。
地球温暖化対策、循環型社会づくりなどの施策の推進は、国だけでなく、地方団体も大きな役割を担って
おり、今後の具体的な制度設計にあたっては、こうした役割を担っている地方団体の税財源確保に留意して
30

検討を進めるべきである。

Ⅴ

課税自主権の拡充について

現行制度下においては、国・地方を通じ主要な税源は法定税目とされていることから、もともと地方に残
されている税源は少なく、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには自ずから限界があ
るが、地域の特色を踏まえた、地方団体の創意工夫を活かすためにも、その拡充に取り組むべきである。
なお、地方税制改革の方向性として、応益課税原則を徹底する観点から課税自主権を拡充、活用すべきと
の考え方も一部で主張されているが、法定税目との関係で、課税自主権の活用によっても相応の税収が得ら
れないことが一般的であることに十分留意しなければならない。
課税自主権の拡充は、地方の創意工夫を活かした政策税制を可能とするものであり、課税自主権の制度的
拡充を理由に、地方交付税等の財政措置が縮減されてはならない。

（別添5）

地方分権改革にかかる今後の行動方針
平成21年7月
全国知事会
様々な格差の拡大や、少子高齢化の進行、世界的な経済危機を前に、国民生活は大きな不安に直面してお
り、一刻も早い回復のため、国・地方をあげて緊急経済対策の取組みを進めているところである。
しかし、私どもを取り巻くこうした問題の根本的な解決のためには、それぞれの地域の個性や資源を尊重し、
地域の力を最大限に活かせる仕組みの構築が今何よりも求められている。そのためには、地方分権を基本とし
た国家の構築が必要であり、地方分権改革を推進するため、全国知事会は、今後、下記のとおり行動していく。

1

地方政府の確立について

（1）直轄事業負担金
《基本方針》
○

平成21年度分の負担金の支払いの前提として、全国知事会が提案する負担金の対象範囲等の基準を踏
まえた適正な請求が国からなされるようにする。

○

維持管理費負担金は、平成22年度からの廃止を目指す。

○

国による事業は、国土保全や広域的な交通の確保など、本来国が責任を持つべき事業に縮減し、その
他の事業は地方に権限と財源を一体的に移譲し、国直轄事業負担金の廃止を目指す。
なお、その際には、社会資本整備が遅れている地方に影響が生じないよう配慮するものとする。

○

市町村負担金は、直轄事業負担金制度の改革の主旨を踏まえ同様に見直す。

○

事業の採択・実施等に関しては、地方公共団体が住民に対し説明責任が果たせるよう、国と地方が対
等な立場で協議し地方の意見が反映できる制度を法定化し、情報開示を徹底。

《行動の方向》
上記基本方針に沿って、直轄事業負担金問題プロジェクトチームを中心にして課題を整理した上で、知
事会としての取組を進める。
全国知事会が提案する負担金の対象範囲等の基準を踏まえた適正な請求がなされなければ、平成21年度
分の負担金は支払わない。
（2）税財政制度改革
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①

地方税

《基本方針》
○

国税と地方税の税源配分について、国・地方を通じた税制抜本改革により、まずは5：5の実現を図る。

○

その際には、税源の偏在性が小さく税収の安定性を備えた地方税体系を構築することが必要。

○

このため、地方消費税の引き上げを含む税制の抜本改革により、社会保障をはじめとする行政サービ
スを安定的に確保する。

《行動の方向》
地方税制小委員会、地方財政の展望と地方消費税特別委員会の各委員会で具体的な提言をまとめ、国に
対し行動していく。
②

地方交付税

《基本方針》
○

地方交付税の財源保障機能、財源調整機能の復元・強化に向け、地方交付税の総額を確保する。

○

景気の低迷による税収の落ち込みに適切に対応し、地方財政計画上の財源不足額を的確に算定する。

○

国の社会保障経費等の増加に対応し、地方の財政需要を適切に積上げる。

○

地域経済の再生に必要な施策展開が図れるよう、地方交付税を増額する。

○

公債費、医療関係費など義務的経費の交付税算入不足を解消する。

○

三位一体改革により縮小した財源調整機能を復元する。

《行動の方向》
地方交付税問題小委員会で具体的な提言をまとめ、国に対し行動していく。
③ 国庫補助負担金
《基本方針》
○

三位一体の改革における国庫補助負担金改革は、補助率の引き下げ等に終わり、総件数の削減が進ま
ず、地方の自由度は拡大しなかった。地方の自由度拡大のため、国庫補助負担金総件数の削減を目指す。

《行動の方向》
地方分権推進特別委員会をはじめ、関係委員会において、総件数の半減を求めていく。
さらに、都道府県を介さない補助金等が増加していることは分権に逆行しており、それらの廃止・見
直しを関係委員会を通じて求める。
（3）出先機関改革
《基本方針》
○

地方への権限移譲、二重行政の解消等による国の出先機関の廃止・縮小など、実効ある出先機関改革
の具体化を進める。
特に、都道府県単位の出先機関については速やかな廃止、都道府県への移管等を求める。また、ブロッ
ク単位の出先機関についても極力縮小するよう、都道府県が広域的に連携しながら積極的に役割を果た
していくことを表明、巨大な国の総合出先機関が創設されることのないようにしていく。

○

国から地方への人員移管等に係る協議においては、移譲される事務・権限、それに必要な人員につい
て徹底して精査し、また、地方が主体的に選考できる仕組みづくりを進める。

○

また、権限移譲協議を円滑に進めるため、事務・権限の移譲と、それに伴う人員の移管等に必要な財
源措置についての早急な明確化を目指す。

《行動の方向》
地方分権推進特別委員会が中心となって、
「出先機関改革に係る工程表」に盛り込まれなかった職員削減
の数値目標等が、地方分権改革推進計画に盛り込まれるよう求める。また、第2次勧告においては、移譲
の対象となる事務・権限が限定的であったことから、その拡大を図る。
さらに、人材調整準備本部（第2次勧告を受けた工程表に基づき国から地方への人員移管の仕組を検討
する政府組織）における、移譲事務・権限に必要な人員の移管等の検討にあたっては、構成員の検討報告
を踏まえ、国に対し具体的な行動を求める。
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（4）権限移譲の推進と義務付け・枠付けの見直し
《基本方針》
○

第3次勧告への下記事項の記載を目指す。
・
「中間報告」で示された義務付け・枠付けを許容する場合を極力限定的に捉えることによる、現行の
義務付け・枠付けの抜本的な廃止・縮小
・政省令に基づく義務付け・枠付け等の徹底的な見直し
・国の関与全般をチェックする組織的な仕組みのあり方と裁定的関与の見直し

○

第2次勧告で見直し対象とされた全項目について、地方分権改革推進計画及び新分権一括法案に盛り
込むべく、見直す。

○

第1次勧告で示された医療、都市計画などの事項について、各府省の見直しの早急な具体化を目指す

とともに、基礎自治体への権限移譲を進める。
○ 道路・河川の権限移譲を進めるために必要な財源措置の制度化をはじめとする基本的事項の概算要求
時までの具体化とともに、国土交通省が既に提示した道路・河川にとどまらない、大幅な権限移譲の実
現を目指す。
○ 道路・河川の個別協議を進める上での課題や問題点を整理し、各都道府県の考え方を全国知事会とし
て主張するため、国土交通省だけではなく政府との全体協議の場の設定を目指す。
《行動の方向》
地方分権推進特別委員会において、地方分権改革推進委員会と連携して国に具体的な対応を求める。
地方分権改革推進委員会の第1次勧告に掲げられた事項について、早期具体化に向けて強く要請してい
くとともに、都道府県としても基礎自治体への権限移譲の環境整備など必要な支援に努める。
地方分権推進特別委員会が中心となり、道路・河川の権限移譲に係る財源措置の制度化等について概算
要求時までに具体化するよう求めるとともに、政府と全国知事会との全体協議の場の設定を強く求め、各
都道府県と連携を図りながら国と交渉していく。
（5）国と地方の協議の場の法制化
《基本方針》
地方の負担を伴う新たな事務事業等について、地方が一定の権限を有し、その代表者等が政府と協議を
行う「
（仮）地方行財政会議」の法律による設置を目指す。
《行動の方向》
地方分権推進特別委員会をはじめ、関係委員会において、法制化の実現を求めていく。
各党の政権公約評価にあたり、重点的に評価を行う。
（6）都道府県の分権に対する自己努力について
《基本方針》
○ 都道府県はこれまで、大幅な定数削減・給与カットや入札制度改革など、懸命に行財政改革に取り組
み、国を上回るペースで歳出削減を行ってきたが、住民サービスの向上や財政基盤強化のため、引き続
き徹底した行財政改革に取組む。
○ 市町村合併が一定の落ち着きを見せている中、福祉、医療、教育等においてスケールメリットや広域
的な対応の問題など、都道府県と市町村との役割分担のあり方を中心に、広域的な地方自治体として、
これからの都道府県が果たすべき役割を再点検する。
○ これからの地方分権のあり方を考える上で、住民自治制度の充実が必要であり、団体自治強化ととも
に、住民自治と都道府県の関係について検討していく。
《行動の方向》
引き続き行財政改革に取り組むため、一層効率的な行財政運営を行う。
福祉、医療、教育等における都道府県の役割や、住民自治と都道府県の関係について、所管の常任委員
会で検討を行う。
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2

各党政権公約への地方分権改革の盛り込みに向けて

《基本方針》
○

全国知事会の提案を国政に反映させるため、政権公約評価特別委員会を中心に、全都道府県知事がそ
れぞれ、政党へ働きかける。

《行動の方向》
「自公政権の実績評価」と「自民・公明・民主のマニフェスト評価」を実施し、点数評価を行い、公表する。
政党支持は行わない。
21世紀臨調等に働きかけ、公開討論会・政権公約検証大会を実施する。

3

知事会の行動力強化
〜「行動し日本を変える知事会」に変わるための方策〜

《基本方針》
○

全国知事会強化のため、会長の権限をはじめとする執行体制をより明確化する。

○

戦略的意思決定の迅速化を図る。

○

提言力の強化を図る。

《行動の方向》
「戦略会議」
、副委員長設置により行動力を強化する。
「地方自治先進政策バンク」等の活用により政策立案支援活動を強化する。
定例的に知事が集まり知事会議等を集中的に行う日等を設定する。

（別添6）
概要版

地方財政の展望と地方消費税特別委員会

住民サービス確保のための
地方消費税引き上げに向けた提言
「ニッポンの未来を地方から考える!」
平成21年7月
全国知事会

1

国と地方の債務残高

バブル経済崩壊後、国と地方の債務残高は大幅に増大
○いわゆるバブル経済の崩壊後、国・地方を通じて、公共投資を中心とした景気対策が実施され、大
量の国債や地方債を発行
○昨年来の金融危機を発端とした世界的な景気後退に伴い、国・地方を通じて大幅に税収が減少し、
財源不足が拡大
○未曾有の不況に対する景気対策を積極的に行うとともに、歳入不足を補てんするため、赤字国債や
臨時財政対策債等を増発した結果、国・地方を合わせた債務残高は大幅に増大
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国と地方の長期債務残高の推移
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地方財政の現状

平成 16 年度以降、地方一般財源総額は厳しく抑制。地方財政は構造的に厳しい状況
○平成 16 年度には、地方交付税と臨時財政対策債の大幅削減により、地方の一般財源総額は 2.6 兆
円が削減され、それ以降、一般財源総額は抑制基調
○平成 21 年度の地方財政対策では、生活防衛のための緊急対策として、地方交付税が 1 兆円別枠加
算され、かろうじて当初予算編成できたが、対症療法による自転車操業の状態
○少子高齢化等の進展に伴い、義務的経費の増嵩はとどまることがなく、行政サービスの受益と負担
に不均衡が続く限り、地方財政は構造的に厳しい状況
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地方財政の将来推計

地方財政は、昨年の見通しを上回る危機的な財源不足が継続
○平成 21 年度の地方交付税増額があったものの、社会保障等生活関連経費の増嵩や世界的な景気後
退に伴う地方税収の大幅減収により、地方の今後の財源不足は、昨年度の試算を大幅に上回る結果
○財源不足を補填する基金残高も年々減少し、平成 24 年度までに枯渇、地方団体の財政運営は破綻
の懸念
＜ケース1＞GDPが内閣府試算・底ばい継続シナリオ〔経済成長率：H22.△2.7%、H23.△3.1%、H24.△2.6%〕
（単位：兆円）
区

分

A
義務的経費
うち社会保障関係費
義務的経費以外の経費
社会保障等生活関連経費
公共インフラ整備・維持
経費
地域活性化等経費
歳入 B
財源不足額 C＝A−B
基金残高
なお残る財源不足額

H21
88.8
51.0
11.6
37.8
14.8

歳出

H22
88.9
51.1
11.9
37.8
15.0

H23
89.5
52.0
12.4
37.5
15.2

H24
89.9
52.5
12.8
37.4
15.3

13.5

13.2

12.8

12.6

▲0.9

9.5
81.3
▲7.5
4.6
−

9.6
79.6
▲9.3
2.2
▲0.1

9.5
78.0
▲11.5
0.2
▲2.1

9.5
76.8
▲13.1
−
▲4.9

0.0
▲4.5

都道府県破綻
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H24-H21
1.1
1.5
1.2
▲0.4
0.5

仮にこれを現行の
地 方−
消費税に換算
すれば、5.2%相当

都道府県・市町村とも破綻
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（参考）昨年度試算における
財源不足額

▲7.2

▲7.5

▲7.8

−

−

㪋
㪉㪅㪉
㪉

＜ケース2＞GDPが内閣府試算・順調回復シナリオ
〔H22.△0.6%、
H23.1.5%、
H24.1.8%〕

㪟㪉㪈

（単位：兆円）
財源不足額
基金残高
なお残る財源不足額

▲7.5
4.6
−

▲8.4
2.3
▲0.0

▲9.1
0.7
▲1.8

▲9.1
−
▲3.2

都道府県破綻
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㪇
㪟㪉㪉

−
−

都道府県・市町村とも破綻

行政改革への取組

地方公共団体は、不断の行革努力を実施
○職員数は、平成 20 年度までで 33 万人削減、今後も 22 年度までに更に 3 万 7 千人削減予定
○職員給与や手当のカットは、平成 23 年度までに 1 兆 6,702 億円に達する見込み
○今後も更なる行政改革を行っていくが、地方が抱える巨額の財源不足は、行政改革のみでは解消で
きる状況にはない
㪟㪈㪊㪔㪈㪇㪇

○職員数の状況
（単位：千人、%）
区

分

H11

H13

H15

H20

H20-11

H20/11

3,232

3,171

3,117

2,899

▲333

▲10.3

▲8.6

1,161

1,114

1,086

976

▲185

▲15.9

▲12.4

432

451

441

394

▲38

▲8.8

▲12.6

うち教育

1,227

1,194

1,168

1,091

▲136

▲11.1

▲8.6

うち警察

259

259

267

281

22

8.5

8.5

うち消防

153

153

155

157

4

2.6

2.6

職員数
うち一般行政
うち病院、企業等

H20/13

団体数
42
41
18

㪈㪇㪇

࿖㕖ᬺ
㩿㪐㪏㪀

㪐㪌
ᣇ⸘
㩿㪐㪈㪀

㪐㪇

○給与カットの状況
給与の種類
給
料
管理職手当
期末・勤勉手当

࿖䈫ᣇ䈱⡯ຬᢙ䈱ផ⒖

カット率
10%〜 1%
25%〜 1.5%
30%〜 2%

実施（予定）期間
H11 〜 H23
H10 〜 H23
H10 〜 H23

削減（見込）額
1兆6,702億円
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サービス水準切り下げの困難性

地方の行政サービス水準の切り下げや廃止は、住民生活に直接影響
○地方は、多様化する住民サービスに対応し、幅広い分野の住民生活に密着したサービスを提供
○義務的経費以外の経費（住民サービスの提供に必要な経費）のうち医療、教育、福祉、生活等の「社
会保障等生活関連経費」は、今後も増加
○こうした住民に身近でかつ不可欠な住民サービスのさらなる切り下げを断行したとしても、財源不
足の解消策とならないばかりか、住民生活は立ち行かなくなり多くの国民の理解を得ることは困難
＜義務的経費以外の経費のうち、社会保障等生活関連経費の主な内訳＞
（単位：億円）
区

21年度
当初予算

分

地域医療対策
（救急、周産期、医療人材確保等）

教育

国民健康保険、後期高齢者医療・老人医療（単独）

医療

26,400

病院事業会計繰出金

安全
安心

医療費助成

福祉

雇用

区

子育て支援

13,100

障害者支援

5,900

高齢者支援、介護保険

7,500

地域福祉等

3,000

就業支援、技術・技能の伝承支援等

生活

21年度
当初予算

分

私立小・中・高校等経常費助成

5,400

公立小・中・高校、大学運営費等

23,900

警察・消防活動運営費、地震・防災対策

12,500

ごみ・し尿の維持管理

14,500

上水道、下水道事業

19,900

地方バス路線維持、交通施設整備・バリアフリー等

4,400

その他生活衛生対策

500

9,700
計

146,700

（注）国補正基金関連の1,100億円を加えた平成21年度の社会保障等生活関連経費は、147,800億円となる

＜やむを得ず住民に身近なサービスを切り下げている事例＞
┙∛㒮䈱ᑄᱛ⛔ว

⼊ኤ⟑䇮 ⇟䇮 ᵷᚲ╬䈱ᑄᱛ 䊶 ⛔ว

㩿 ∛㒮ᢙ 㪀
㪈㪃㪊㪏㪇

㩿 ∛ᐥᢙ 㪀
㪊㪏㪇㪃㪇㪇㪇
∛㒮ᢙ

㪈㪃㪊㪍㪇

㪊㪎㪌㪃㪇㪇㪇

∛ᐥᢙ

㪈㪃㪊㪋㪇

㪊㪎㪇㪃㪇㪇㪇

㪈㪃㪊㪉㪇

㪊㪍㪌㪃㪇㪇㪇

㪈㪃㪊㪇㪇

㪊㪍㪇㪃㪇㪇㪇

㪈㪃㪉㪏㪇

㪊㪌㪌㪃㪇㪇㪇

㪈㪃㪉㪍㪇

㪊㪌㪇㪃㪇㪇㪇

㪈㪃㪉㪋㪇

㪊㪋㪌㪃㪇㪇㪇
㪟㪈㪋

㪟㪈㪌

㪟㪈㪍

㪟㪈㪎

㩿 ⇟╬䈱ᢙ 㪀

㩿 น㕙Ⓧ䈅䈢䉍⇟╬ 㪀

㪈㪍㪃㪇㪇㪇

䈮ో䈩䈱
┙∛㒮䈻
䈱⽷ᡰេ
㩿⒢⽶ᜂ㪀䉕
ᑄᱛ䈚䈢䈫
䈚䈩䉅

㪈㪊㪅㪇
⇟╬
น㕙Ⓧ䈅䈢䉍⇟╬

㪈㪌㪃㪌㪇㪇
㪈㪉㪅㪌

䈮ో࿖䈱
⇟䈱㪉㪆㪊
䉕ᑄᱛ䈚䈢
䈫䈚䈩䉅

㪈㪌㪃㪇㪇㪇
㪈㪉㪅㪇
㪈㪋㪃㪌㪇㪇

䂥㪇㪅㪌ళ

㪟㪈㪏

㪈㪋㪃㪇㪇㪇

㪈㪈㪅㪌
㪟㪈㪌

㪟㪈㪍

㪟㪈㪎

㪟㪈㪏

㪟㪈㪐

䂥㪇㪅㪊ళ

✚ോ⋭ 䇸␠ળ↢ᵴ⛔⸘ᜰᮡ䇹 䈎䉌ᚑ

✚ോ⋭ 䇸␠ળ↢ᵴ⛔⸘ᜰᮡ䇹 䈎䉌ᚑ

䊋䉴〝✢䈱ᑄᱛ

〝ᯅ䈱ὐᬌ

Ꮢ↸䈪䈲䇮⽷⊛ℂ↱
䈮䉋䉍䇮䉇䉃䉕ᓧ䈝⚂䋸ഀ䈏
ታᣉ䈪䈐䈭䈇⁁ᴫ

㩿 ᐕ㑆ᑄᱛ〝✢ᢙ 㪀
㪍㪇㪇
488

㪌㪇㪇

555
453

473

㪋㪇㪇
㪊㪇㪇

ᐕᐲਛ䈮ታᣉ
੍ቯ㪊䋦

䈮ᣇ䊋
䉴〝✢䈻䈱
ഥᚑ䉕ᑄᱛ
䈚䈢䈫䈚䈩䉅

ታᣉ䈚䈩䈇䉎
㪐㪎䋦
ታᣉ䈚䈩䈇䉎
㪈㪇䋦

ᐕᐲਛ䈮ታᣉ
੍ቯ㪎䋦

254

㪉㪇㪇
㪈㪇㪇

ㇺᐭ⋵
Ꮢ

㪇
㪟㪈㪊

㪟㪈㪋

㪟㪈㪌

㪟㪈㪍

㪟㪈㪎

䂥㪇㪅㪋ళ

࿖ㅢ⋭䇸䊋䉴䈱ㆇⴕᒻᘒ╬䈮㑐䈜䉎⺞ᩏ䇹䈎䉌ᚑ

Ꮢ
↸
ታᣉ䈚䈩䈇䈭䈇
㪈㪇䋦
࿖ㅢ⋭⺞䈼㩿㪟㪈㪐㪅㪐⺞ᩏ㪀

37

＜仮に、サービス水準の切り下げを行う場合の影響＞
（単位：億円）
項
教育
安全
医療
生
活

目

影響額

教員277,000人削減

サービス低下の内容

△20,500

○全国公立小・中学校、高校1クラス40人→60人

地方単独
私学助成制度の廃止

△5,400

○全国私立幼稚園、小・中学校、高校の授業料の値上げ
幼稚園 11,000円、小学校 17,000円
中学校 20,000円、高 校 22,000円 /月・人

警察官25,000人削減

△2,500

○交番4,000 ヶ所廃止（全国の3分の2）

消防職員25,000人削減

△2,500

○消防署1,000署廃止（全国の5分の1）

医療費助成制度の廃止

△6,400

○乳幼児、重度心身障害者、母子家庭等の医療費助成廃止

病院事業繰出金の廃止

△5,200

○全国1,000の公立病院が経営破綻の危機に
→民間売却・廃止も

地域の交通確保対策の廃止

△4,400

○地方バス路線1,600系統の廃止
○第三セクター等50社の鉄道の設備更新中止→存続危機に

△5,300

○文化会館、図書館、美術館、運動公園など利用不能に

文化・スポーツ施設廃止
計

△52,200

仮に、身近でかつ不可欠な住民サービスの更なる切り下げを断行したとしても、平成 24 年度における
歳出の削減効果は 5.2 兆円に留まり、なお 7.9 兆円の財源不足が残り、解消策とならないばかりか、
住民生活は立ち行かなくなり、多くの国民の理解を得ることは困難

6

社会保障関係費抑制の困難性

地方が負担する社会保障関係費は、幅広く、その負担は、増加の一途
○地方の行政サービスの中でも、社会保障関係費は、今後も増加の一途
○地方の社会保障関係費は、現金給付から人的・物的サービスの提供まで、非常に幅広く多様
○地方が共通の住民ニーズにより実施している経費の中には、制度化されていなくても地域の実情に
迫られて、既に全国的にサービスが提供され、ナショナルスタンダード化しているものが多い
＜社会保障関係費の将来推計（歳出ベース）＞
（単位：億円）
区

社会保障
（義務分）

分

H21

H22

H23

H24

116,000

119,100

124,100

128,000

11,400

11,800

12,200

12,500

45,000

46,600

48,700

50,900

172,400

177,500

185,000

191,400

法令等に基づく義務的経費
国民健康保険、後期高齢者医療、介護給付費、児童手当、
児童扶養手当、生活保護費 ほか

国補助により全国的に推進されている経費
社会保障
（義務除き）

救急運営費、特定疾患、介護予防、障害者施設運営費、
放課後児童クラブ、母子家庭支援 ほか

地方が共通の住民ニーズにより実施している経費
乳幼児・重度心身障害児（者）・母子家庭等医療費助成
病院会計繰出金、老人福祉施設運営費、小規模授産所
運営費、保育所運営費、児童相談所活動費 ほか

計
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7

持続可能な行政サービスの提供のために

財源不足の解消には、抜本的な歳入増加策が不可避
○地方公共団体の財源不足は、住民が求めるサービス水準と歳入のアンバランスによる構造的な問題
○景気対策を図る間はやむを得ないとしても、毎年度の地方財政対策による対症療法では、構造的問
題が解決できず限界
○地方公共団体自らの不断の行革努力だけでは、もはや問題の解決は困難であり、行政サービス水準
の切り下げか、住民負担の増を選択せざるを得ない
○しかし、行政サービス水準の切り下げ、廃止は住民生活に直結し、特に、増嵩する一方の社会保障
関係費の抑制は限界
○さらに、少子高齢化や地方分権の進展に伴い地方の果たすべき役割がますます増大する中で、地方
の役割に応じた税財源の充実強化が必要
○国・地方を通じた巨額の歳出歳入のギャップを解消し、持続可能な税財政制度を構築するため、国
も地方も抜本的な改革が急務
○地方公共団体は住民に社会保障をはじめとする行政サービスの水準の在り方を示した上で、負担増
についても避けることなく議論し理解を得ていく必要

8

地方消費税の沿革とその役割

地方消費税は、都道府県・市町村の貴重な財源
○消費税の 1%相当分は地方消費税であり、国税の消費税とは別の地方税
○地方消費税は、消費税導入時の地方間接税の整理に伴う減収分の見返りを引き継ぐもの
○税収は約 2.5 兆円、都道府県税収の約 16%を占める基幹税で、2 分の 1 は市町村に交付金として
交付
○地方税の主要な税目の税収推移

○消費税の国と地方の配分
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（備考）
1 平成19年度までは決算額（超過課税分及び法定外税を除く地方財政計画額ベース）、20年度は決算見込額、21年度は地方財政計画額である。
2 「個人住民税」は、道府県民税（均等割、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割）及び市町村民税（均等割、所得割）の合計である。
3 「法人2税」は、道府県民税（法人均等割、法人税割）、市町村民税（法人均等割、法人税割）及び法人事業税（地方法人特別譲与税を含む）の合計である。
4 「固定資産税」は、土地、家屋、償却資産の合計である。

9

地方消費税充実の制度的意義
○地方消費税は、税収の偏在性が小さく安定的な基幹税として、地方の財源にふさわしい税
○少子高齢化や地方分権の進展等により、増大していくことが見込まれる住民に身近で幅広い行政
サービス等の財源確保のため、地方消費税を大きく充実させていく必要がある

39

○地方消費税は税収の偏在性が小さく安定的な税目
（平成19年度決算）
税

目

偏

性

安

定

性

法人二税

大きい

（最大/最小：6.6倍）

低い

個人住民税

やや大きい

（最大/最小：3.0倍）

やや高い

地方消費税

10

在

小さい

（最大/最小：1.8倍）

高い

地域活性化に資する地方消費税

○地方消費税は、地方の地域経済活性化努力が税収に反映されやすい税であり、地域振興のためのイ
ンセンティブをもたらす効果が期待できる

11

幅広い財源としての地方消費税

幅広い行政サービスの財源として期待される地方消費税
○地方消費税は制度創設以来、福祉や教育などの幅広い行政需要を賄う税であり、国税の消費税と違
い、使途の限定がない
○地方消費税は、地方公共団体が担う多様で地域の実情に即した幅広い行政サービスの財源としての
性格が維持されるべき
○消費税の目的税化の議論については、税理論上の問題点もあるが、消費税の一部が地方共有の財源
として地方交付税の原資とされていることを踏まえた慎重な検討を強く求める
○消費税と合わせて、全額を年金等国の社会保障財源とする議論は、地方消費税が地方の固有財源で
あること、消費税が地方交付税原資となっていることを顧みないものであり、容認できないの存在
を事実上無視するものであり、到底容認できない

税源の偏在性が小さく、

抜本的な歳入増加策が不可避

税収が安定的な地方消費税

今後も住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供するためには

「地方消費税」の引き上げが不可欠

12
①

税制度上の主だった論点

地方分権改革の方向性と地方消費税の賦課徴収体制
○納税者の事務負担、徴税コスト、都道府県の賦課徴収体制の環境整備等について検討を進め、将来
的には地方税法本則に規定する、賦課徴収を都道府県が行う形態を目指すべき
○都道府県自らが賦課徴収において、申告書の収受、滞納整理業務の一部引き受け等、一定の役割を
果たすべく具体的な提案に向け検討を進める

40

②

低所得者等に対する配慮と対応
○食料品等の生活必需品や特定のサービスへの軽減税率の導入、給付付き税額控除制度など低所得者
等への負担緩和も十分検討すべき
○透明性・信頼性確保のため、
「インボイス方式」についても研究が必要

③

地方消費税の税収配分のあり方
○都道府県と市町村の税収配分のあり方は、今後課題等の整理が必要
○地方消費税における清算は「最終消費地と課税地との不一致」を解消するための制度であるが、現
在の清算基準の課題とその対応について整理が必要

④

地方消費税の課税標準と税率の規定
○地方消費税の課税標準と税率の規定ぶりについては、他の地方税に同様の規定があり、税理論上問
題はないと考える
○地方消費税に対する国民の認知を高めることが重要であり、周知方法に工夫が必要

13

ニッポンの未来を地方から考える!

〜住民サービス確保のための地方消費税引き上げに向けた提言〜
地方財政の現状と将来見通し
○バブル崩壊後、国と地方の債務残高は大幅に増大
○平成 16 年度以降、地方一般財源総額は厳しく抑制。地方財政は「構造的に厳しい」状況
○今後も社会保障関係費の増嵩等により地方の財源不足は増加し、平成 24 年度までに基金も枯渇し、
地方団体の財政運営は破綻の懸念

持続可能な行政サービスの提供のためには

地方は不断の行革努力を実施

地方の行政サービス水準の切

地方が負担する社会保障関係

り下げや廃止は、住民生活に

費は幅広く、その負担は増加

直接影響

の一途住民生活に直接影響

地方は不断の行革努力を行うが、これだけでは

行政サービス水準の切り下げは困難

巨額の財源不足解消は困難

＋
少子高齢化や地方分権の進展に伴い、地方の果たすべき役割が増大

41

抜本的な歳入増加策が不可避
○国・地方を通じた歳入歳出ギャップを解消し、持続可能な税財政制度を構築するため、国も地方も
抜本的な改革が急務
○住民にサービス水準のあり方を示した上で、負担増についても避けることなく議論し、理解を得て
いく必要

税源の偏在性が小さく、税収が安定的な「地方消費税」の引き上げが不可欠
1 国・地方を通じた消費税・地方消費税の引き上げが不可欠
2 地方消費税は、社会保障をはじめとする多様な行政サービスの財源としての性格を維持
3 地方消費税は、少子高齢化や地方分権の進展に伴い増大する地方の役割を踏まえ、今後
の行政サービス需要を十分賄える水準を確保

ニッポンの未来を
地方から考える !

将来の子どもたちのため、都道府県と市町村が連携し、
地方が先頭に立って主張していく

（別添7）

住民福祉を支える地方消費税の引上げを含む
税制抜本改革の提言
平成21年7月15日
全 国 知 事 会
我が国の財政は、国・地方の債務残高が累増し、構造的な危機に直面している。地方は、平成21年度の地
方財政対策により、かろうじて予算編成ができたものの、歳出に対して歳入が絶対的に不足する事態は改善
されていない。
今回、改めて試算を行った結果、地方の財源不足は、平成24年度には最大13.1兆円（仮に現行の地方消費
税に換算すれば約5.2%に相当）に拡大し、財政調整基金も枯渇に至るなど、住民に不可欠なサービスを維持
できるかどうかの瀬戸際に立たされる。
もとより、不断の行革努力は当然であるが、地方は国をはるかに上回る歳出削減を行っており、行革努力
のみでは増大する社会保障等の行政サービス需要に対応できない。また、身近なサービス水準の更なる切り
下げや廃止を行えば、住民生活が立ちゆかなくなり、国民の理解を得ることは困難である。
根本的な解決のためには、国・地方を通じた歳入増加策が不可避であり、地方においては、少子高齢化や
地方分権の進展の下で、住民が安心して暮らすことができる行政サービスを支えるための確かな財源が不可
欠である。
当面は経済危機を克服するための取組に全力を挙げるべきであるが、同時に我々は、行政の責任者として、
住民に対し、負担増についても避けることなく議論し、理解を得ていく努力をしていかなければならない。
このような見地から、全国知事会として、以下のとおり提言する。
（1）今後、社会保障をはじめ、教育、警察、消防といった住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供
していくためには、その財源として、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税の引上げを含
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む税制の抜本改革に取り組むべきである。
地方消費税の引上げは、経済状況の好転を前提に低所得者等の負担にも配慮しつつ、消費税を含む税
制の抜本改革の中で実現を図るべきである。
各都道府県においても、行政委員の報酬や再就職先における職員の退職金のあり方等について、各都
道府県の実情を踏まえて検討・実施するなど、住民の理解を得るためにさらに一層の行革を進めるとと
もに、国に対し徹底した無駄の排除を求めていく。
（2）地方消費税は、社会保障をはじめ多様な行政サービスの財源としての性格を維持しつつ、少子高齢化や地
方分権の進展に伴い増大する地方の役割を踏まえ、今後の行政サービス需要を賄える水準を確保すべきで
ある。
特に、社会保障に関して、地方自治体は、年金、医療、介護等の制度化された給付に対する応分の負
担だけでなく、地域医療の確保や子育て支援など、多様な給付・サービスの提供により、地域社会の安
心を支えていることを十分に踏まえた検討がなされるべきである。
（3）都道府県知事は、市町村長とも連携して、国・地方がおかれている状況を分かりやすく説明し、消費税・地方
消費税の引上げを含む税制の抜本改革の実現に向けて、国民の理解を得ていく運動を推進する決意である。
国政においても、真摯な議論を行うとともに、国・地方を通じた税財政構造の再建に責任ある対応と
展望を示すべきである。

（別添8）

仕事と子育ての両立支援に係る提言
はじめに
1

提言の背景
全国知事会では、平成18年5月に「次世代育成支援対策に関する提言」をとりまとめた。次世代育成支援対

策は、何か一つを実施すれば良いという特効薬のような施策はなく、あらゆる分野での取組を進めていくこ
とが必要であるという観点から、次の3つの取組と関連して実施すべき施策をとりまとめ、国に対しその早
急な実施を求めたものである。
1

社会保障給付費における児童・家族関係給付の充実

2

企業における働き方の見直しの促進

3

子育てについてのポジティブ・キャンペーンや国民運動の展開

様々なところで指摘されているように、人口の減少は国内需要の減退をもたらし、内需に依存する産業や中
小企業などに大きな影響を与えるとともに、労働人口の減少は経済成長にはマイナスの要因となるものである。
また、少子化の急速な進行による労働人口の減少と高齢者の増加は、これまで国民の安心・安全を支えて
きた医療制度、年金制度など社会保障全体の基盤を揺るがし、将来の社会の成り立ちにもかかわる大きな問
題である。
平成17年（2005年）に、わが国の合計特殊出生率は1.26と過去最低を記録した。平成20年（2008年）には1.37
とやや回復しているものの、15 〜 49歳の女性の人口は減少の一途をたどっており、依然として厳しい状況
にある。前記の提言においても、
「第2次ベビーブーム世代が30代前半となっている今こそ、目に見える形で
の対策の強化が求められる」と指摘したところである。
その後3年が経過し、第2次ベビーブーム世代が今30歳代後半を迎えようとしており、少子化対策はラスト
タイミングともいえる喫緊の課題となっている。
一方、わが国の家族分野に当てられている社会支出は、対GDP比で0.75%（2003年）とヨーロッパ諸国の2
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〜 3%と比べると3分の1程度にすぎず、
また、
社会保障関連給付全体に占める家族関係給付の割合は、ヨーロッ
パ諸国では10%程度なのに対して、わが国ではわずか4%程度と小さい。こうしたことから、財政面からも
思い切った財源投入が図られるべきである。

2

提言の趣旨
平成19年12月に、国においては政労使の合意により「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

及び推進のための行動指針が定められた。
その内容は「子どもと家族を応援する日本」重点戦略にも反映され、
「ワーク・ライフ・バランスの実現」とともに、その社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの
構築」
（
「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における子育て」を包括的に支援する仕組み）を「車の両輪」
として取り組んでいくことが不可欠であるとしている。
また、次世代育成支援対策推進法が平成20年12月に改正され、一般事業主行動計画の策定義務が従業員
100人を超える事業主にまで拡大される。大企業においては育児休業などの制度が充実しており、今後、従
業員101人〜 300人の企業においても制度の整備が進むものと考えられる。
しかし、結婚、出産により退職する女性が約7割いる一方、男性の育児休業の取得率は2%に満たない状況に
ある。男性も女性も仕事と子育てが両立できるよう、慢性的な長時間労働の解消や従業員が育児休業をとりや
すい仕組みづくり、多様な勤務形態の普及、再就職の支援など、出産・子どもの成長に合わせた多様な働き方
が自らの選択でできるよう雇用環境の改善を図ることが、個人の意識を変えていくこととともに重要である。
本会の次世代育成支援対策特別委員会において、全都道府県に対し、もっとも重点的に取り組む必要があ
る事項、課題について調査を行ったところ、
「ワーク・ライフ・バランスの推進」との回答が最も多かった。
こうしたことから、ワーク・ライフ・バランスの推進について、自らが実施していくべき事項についてま
とめるとともに、国に対する提言をとりまとめたものである。

都道府県の取組
各都道府県においては、企業のワーク・ライフ・バランスの取組を促進していくため、表彰制度や専門家
によるアドバイスなど様々な取組を行っているが、一層の促進を図るため次のような取組を推進していく。

1

男性の育児休業取得率向上の促進
依然として低い男性の育児休業取得率を上げるため、
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を踏まえ、

各都道府県で当面の目標を設定し、目標達成に積極的に取り組む企業を募るなど、企業の自主的な取組が進
むような環境を整え、取得率の向上に努める。

2

ワーク・ライフ・バランスの推進
仕事と生活の調和についての意識を高めるため、
「ワーク・ライフ・バランス推進デー（仮称）
」を設けて、

一人ひとりが自らの働き方を見つめ直し、家族とのきずなを深めるきっかけとするなど、各都道府県が地域
の実情に応じた意識啓発の取組を行う。

3

企業における取組を評価する仕組みの充実
企業における次世代育成支援やCSRへの取組を促進するため、自社の雇用環境の整備だけでなく、小中学

校への出前教室や工場見学の受入れなどに積極的に取り組んでいる企業を顕彰・公表するなど、企業の地域
への貢献についても評価していく。また、全国知事会ホームページでの先進的な取組事例の紹介や表彰制度
など、情報発信や情報共有できる仕組みの充実について検討する。

国への提言
地方においては、上記のような取組を一層進めていくものであるが、国におかれては、以下の事項につい
て実現されるよう提言する。
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1

企業における取組の促進

（1）次世代育成支援に取り組む企業の優遇税制の拡充
企業の次世代育成支援の取組を促進していくため、仕事と生活の調和を実現している企業を評価する必要
がある。
現行の「子育て支援税制（事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置）
」を拡充し、多様な働き方を推進す
るための条件整備やパート労働者の均衡待遇の推進、働く意欲のある女性の再雇用、男性の育児休業の取得
促進・子育て参加の支援などに取り組む企業に対して、それらの取組にかかった費用を企業の課税所得から
差し引くなどの優遇を行うこと。
（2）企業に対するインセンティブの付与
初めて育児休業取得者が出た場合や育児休業期間中の代替要員の確保など、中小企業の次世代育成支援の
取組に対する、国及び21世紀職業財団の助成金の財源枠の拡大を行うとともに、支給要件の緩和や手続きの
見直しなど、中小企業への助成制度を充実すること。

2

国の制度改正、支援策について

（1）少子化対策への財源投入の拡充
我が国の家族関係の社会支出の対GDP比や、社会保障関連給付全体に占める家族関係給付の割合は、ヨー
ロッパ諸国に比べ極めて小さい。少子化対策を推進するためには、大胆かつ効果的な財源投入を行い、対策・
制度の拡充を図り、その効果を最大限発揮できるようにするべきである。
特に、男性の育児休業取得が進まない状況は、世帯収入が減少することが一因であるが、例えば、我が
国の雇用保険制度における育児休業給付金の休業前賃金に対する給付率は、スウェーデンの80%、ドイツの
67%に対して、育児休業者職場復帰給付金と併せても50%と低い。女性の就業継続と男性の育児休業取得を
促進するために、育児休業給付金の給付率を引き上げるなど、育児休業中の所得補償を充実させること。
（2）
「一般事業主行動計画」策定の促進と支援の充実
次世代育成支援対策推進法が改正され、平成23年4月1日以降、
「一般事業主行動計画」の策定・公表義務が、
従業員101人以上に拡大されることを受けて、企業の取組を支援する必要がある。
中小企業での策定を促進するため、行動計画を策定する場合の援助や策定した企業に対する支援策の充実
を行うこと。
（3）働きやすい環境整備の促進
企業の事業所内保育施設は、現行の制度では認可外保育施設の取り扱いとなっており、国の補助等の支援
も十分とは言えないため、設置が進んでいない状況にある。
企業において従業員が働きやすい環境の整備を促進するため、設置費用等にかかる助成制度を充実させる
こと。
特に、事業所内保育施設の設置にあたっては、設置後の運営にかかる費用負担が大きいため、運営に対す
る助成をさらに充実すること。
（4）子育て期にある男性の働き方の見直しの促進
総務省「労働力調査」によると、30 〜 40歳代の男性の約20%が、週60時間以上の長時間労働を行っている。
長時間労働の削減や年次有給休暇や育児休業を取得しやすい環境の整備、男性が利用しやすい育児休業制度
の導入など、働き方の見直しにかかる研究を行い、モデル事例や行動計画の作成を行うこと。
また、男性の育児休業取得を含めたワーク・ライフ・バランスという考え方が、広く国民の理解を得られ
るよう、マスコミ等を通じた啓発活動をさらに展開すること。
平成21年7月14日
全 国 知 事 会
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