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【新・地方自治 2009：No.8】 
地方分権改革推進委員会「税財政の論点整理素案」 

第三次勧告に向けた地方分権改革推進委員会の税財政議論が論点整理を目指してスタートした。論

点整理とは、勧告文案作成とは異なり委員会として議論すべき重要事項を抽出することに目的がある。

従って、自らの主張だけでなく異なる主張の存在も把握し、それらの問題点を検証しつつ、自らの主

張の矛盾点等を克服していくための土台を形成することを意味する。なぜこうした土台が必要か、そ

れは勧告等の文章が示す内容の多義性を排除するためである。自らの主張を正しく表現した語句や文

章と判断していても、他の人々がその語句や文章を意図したとおりに読んでくれるとは限らない。と

くに、委員会の設置期限が終了し勧告文のみでその意図を解釈しなければならなくなった時にはなお

さらである。こうしたことを出来る限り排除し、自らの意図を出来るだけ正確に残すためには、自分

と違う考え方からどう解釈されるかそのことを念頭において議論していく必要がある。そうしたこと

を考えず、自らの主張のみで語句や文章を作成し、自分に耳触りのよい主張だけに限定していけば、

そこで生み出された文章は他の考え方から解釈されたときに免疫性のない内容となり、意図しない結

果を生み出す逆機能を抱えたものとならざるを得ないのである。以下は、論点整理にたたき台となる

素案であり、地方分権改革推進委員会として８月を目指しその整理を行うものである。 
 

2009/7/16 

税財政論点整理素案【補足資料】 

【総論事項】 

★１．基本理念（略） 

２．基本理念を踏まえた上での四つの基本認識 

 

論点１ 

②抜本的税制改革の中での地方税比率の引上げ 

国と地方の財政状況に留意しつつ、消費税（地方消費税）を含む抜本的税制改革の中で地

方税比率を高める具体的方策を検討する。なお、国と地方の税源配分について地方から主

張されている「５：５」を念頭におくことが現実的な選択肢となる。 

・・・・「５：５」の運動論的意義を尊重しつつ、応益性の充実等の観点から、地方税比率を一定

程度（例えば２分の１程度以上に）引き上げることも、上記①に掲げた税財政構造の実

現につながるものと認識 

・・・・地方税比率： 地方税÷（地方税＋交付税＋補助金等） 

 

＜検討の前提１－①＞･･･第一次勧告より 

「国と地方の役割分担に見合った財政構造を構築し、地方の担う事務と責任に見合った地方税財

源の充実確保をはかり、地方自治体が自らの責任で効率的な自治体経営を行うことができる基盤

をつくるためには、地方税財源に占める地方税の割合を引き上げることが不可欠である。そのため

には、国と地方の歳出比率が４：６であるのに対し税源配分が６：４であることや、国と地方が対等・
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協力の関係にあることを前提とすると、当面、国と地方の税源配分について、地方から主張されて

いる５：５を念頭におくことが現実的な選択肢となる。」 

＜検討の視点１－①＞ 

 第一次勧告では委員会の直接の目的とせず現実的な選択肢とするにとどまっている「国と地

方の税源配分５：５」を第三次勧告では委員会の目的とするか。 

 第一次勧告で不可欠としている「地方税財源に占める地方税の割合」そのものについてどう取

り扱うか。 

※第一次勧告での「地方税比率」の文言の明確化が必要。「地方税財源に占める地方税の割

合」と「国と地方の税源配分」の意味の両義あり 

 

＜検討の前提１－②＞･･･第一次勧告より 

「地方税比率を高めていくための具体的な方策については、今後の税制抜本改革の議論を睨みつ

つ、地方税財政全体の改革議論のなかで検討していく。」 

「地方分権改革では、国と地方の財政状況や抜本的な税制改革の動向にも留意しつつ、地方が自

らの責任で効率的な自治体経営を行えるよう、国庫補助負担金、地方交付税、国税から地方税へ

の税源移譲を含めた税源配分の見直しについて一体的に検討し、地方債を含め分権にかなった地

方税財政制度の改革を進めていく必要がある。」 

＜検討の視点１－②＞ 

 地方税財政の一体的改革の議論にあたっては、消費税、地方消費税を含む抜本的税制改革

を前提とすることについて、どう考えるか。 

 国の消費税と地方消費税の割合について逆転すべきとする指摘について、どう考えるか。 

 消費税、地方消費税以外の税制、例えば地方消費税と地方法人税の税源交換、たばこ税と地

方法人税の税源交換等の在り方について、どう考えるか。 

 このほか、既往勧告事項（注）に応じた税源移譲等税財政上の措置のあり方については、どう

考えるか。 

（注）重点行政分野の見直し、基礎自治体への権限移譲、出先機関の改革、義務付け・枠付け

の見直し等 

 

【各論事項】 

３.地方税改革 

 

論点２ 

（2）課税自主権の拡充（受益と負担の明確化） 

①個別地方自治体の課税自主権の拡充 

・・・・「標準税率」、「超過課税」の在り方 等 

 

＜検討の前提２＞･･･第一次勧告より 

「地方自治体の創意工夫による『課税自主権の拡充』は、地方財政の充実に加え、地域の多様化に
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合わせた自治体経営の自律的展開の視点からも不可欠な課題」 

＜検討の視点２＞ 

 「標準税率」の制度上の位置付けや、「超過課税」の用語が、課税自主権の発揮を実質的に阻

害しているとの指摘について、どう考えるか。 

 特別の歳出に対する課税自主権、法定外税の充実、活用について、どう考えるか。 

 

論点３ 

②地方自治体「総体」としての課税自主権 

・・・・地方税の独立税化（特に、抜本的税制改革に伴う地方消費税の扱い）等 

 

＜検討の前提３＞･･･第一次勧告より 

「地方税源の充実にあたっては、応益性を有し、薄く広く負担を分かち合うものであること、さらに、

地域的な偏在性が少なく、税収が安定したものであることが望ましく、国と地方の税体系の観点か

ら見直しを行う必要がある」 

＜検討の視点３＞ 

 地方消費税を独立税化し、その充実を目指すことについて、どう考えるか。 

４.国庫補助金制度 

 

論点４ 

(1)廃止を含めゼロベースでの見直し・・・【中間的な取りまとめ】 

②義務付け・枠付け見直しに伴う補助金見直しのトリガーの提示 

＜検討の視点４＞ 

 義務付け・枠付けの見直しにより、関連する国庫補助負担金の交付対象、交付条件等に影響

が生じる場合には、制度上、両者の整合性について検討すべきとの指摘について、どう考える

か。 

（例）法令上の施設基準を参酌基準化しようとする場合の、その施設整備に対する国庫補助負

担金のあり方 

 

※委員会における義務付け・枠付けの見直しが、関連する国庫補助負担金の見直し（廃止・縮

減等）に直結するとの趣旨ではない 

 

論点５ 

③直轄事業負担金の見直し・・・【意見書】 

・・・・負担金が交付税の算定に反映されていることも念頭に置きつつ、直轄事業そのものの

在り方を含めた検討が必要 

 

＜検討の前提５－①＞･･･国直轄事業負担金に関する意見より 

「国の直轄事業の範囲を国が責任を負うべき最小限のものに限定し、直轄事業そのものを縮減す



（新・地方自治 2009：Ｎo. 8）                        新・地方自治ニュース 2009 年 7 月 22 日 

 
© 2009 FUJITSU RESEARCH INSTITUTE 

4

ることが、地方分権改革の本旨であり、負担金による地方の財政負担を縮小させることになると考

える」 

＜検討の視点５－①＞ 

 直轄事業負担金の総額が縮小する場合、それに応じて直轄事業全体の事業量が縮減するこ

とについて、どう考えるか。 

 

＜検討の前提５－②＞･･･国直轄事業負担金に関する意見より 

「維持管理費に係る負担金については、廃止すべきである。維持管理費用は、維持管理に責任を

負う者が負担することが原則でなければならない。」 

「整備費に係る負担金については、国の直轄事業の範囲を国が責任を負うべき最小限のものにま

ず限定することを前提に、直轄事業における地方の受益と負担の観点及び節度ある直轄事業の採

択・実施の観点も考慮し検討を行い、改革を進めるべきである。」 

＜検討の視点５－②＞ 

 整備費に係る負担金の必要性の根拠及び「最小限」の具体的イメージについて、どう考える

か。 

 

＜検討の前提５－③＞･･･道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関する意見より 

「道路・河川の移管を受けた地方自治体に必要な財源が確保されるよう、当面、今までの国直轄事

業を国庫交付金事業として地方自治体が執行することとし、国直轄事業と同じ国費率（整備 2／3、

維持管理 5．5／10）の「交付金」を創設する方向で検討すべきである」 

＜検討の視点５－③＞ 

 直轄事業の地方移管と直轄事業負担金の見直しは、いずれも地方交付税による財源保障に

関係することを踏まえ、これらを一体的に如何に考えるか。 

 直轄事業の地方移管を行い、財源措置として新たな「交付金」を創設する場合には、地方

の裏負担分について、地方交付税による財源保障が必要 

 直轄事業負担金の総額が見直しにより縮小する場合には、負担金の縮小分について、こ

れまで行われていた地方交付税による財源保障も縮小 

 

 

５.地方交付税改革 

 

論点６ 

(1)交付税制度の意義 

②地方税比率の引上げが進めばマクロ的に国からの財政移転は縮小 

 

＜検討の前提６＞･･･第一次勧告より 

「地方税の比率を高めていくのであれば、国からの財政移転が果たす役割はおのずと縮小せざるを

得ない」 
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＜検討の視点６＞ 

 国からの財政移転（地方交付税・国庫補助負担金）のうち、国庫補助負担金については、社会

保障等の義務的な負担金が大半以上を占めており、大幅な削減は困難と考える場合に地方

税の比率を高めれば、地方交付税についても縮小せざるを得ないことについて、どう考える

か。 

 地方交付税の中期的総額安定を図るため、地方交付税の特例加算をやめ、法定率を引き上

げることについて、どう考えるか。 

※現在、「国と地方の税源配分」の比率と「国と地方の最終支出」の比率の差を、財政移転（地

方交付税・国庫補助負担金）で埋めている。このため、「国と地方の税源配分」の比率を「国と

地方の最終支出」の比率に近づければ、両者の差を埋めている地方交付税・国庫補助負担

金は縮小。 

 

論点７ 

(2)財政調整機能の充実・・・・【中間的な取りまとめ】・【第一次勧告】 

①財政調整機能の充実の重要性 

②地方自治体間水平的財政調整制度を検討 

 

＜検討の前提７＞･･･第一次勧告より 

「地域間の財政力格差の縮小をはかる観点から、地方交付税の制度改革を含め財政調整のあり方

についても検討する必要」 

＜検討の視点７＞ 

 税源の偏在性が小さく税収の安定的な地方財政を目指すとしても、地方税の比率を高めれば

地方税収の格差拡大が残り、あるいは拡大する可能性がある。その場合、国からの財政移転

の縮小から、地域間の財政力格差が拡大する。地方自治体間の水平的財政調整制度を含

む、財政調整のあり方を検討することについて、どう考えるか。 

 地方共同税の危険性と地方共有税の懸念について、どう考えるか。 

 

論点８ 

③財政調整機能の強化に向けた調整財源の在り方 

・・・・地域偏在性 

＜検討の視点８＞ 

 財政調整機能の強化に向けた調整財源として、本来的に地域偏在性の大きい税目をあてるこ

とについて、どう考えるか。 

 地方法人税と地方消費税の税源交換について、どう考えるか。(再掲載) 

 

論点９ 

(3)財源保障機能の再検討 

①財源保障機能の在り方 
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②マクロとミクロのかい離 

・・・・地方交付税法第 1 条、第 7 条 

③義務的経費の範囲見直しと税源移譲 

＜検討の視点９＞ 

 地方財政計画に所要額が計上されているにも関わらず、実際は支出されない現状（計画と決

算の乖離）について、どう考えるか。 

 地方交付税による財源保障と財政調整の分離について、どう考えるか。 

論点 10 

(4)地方自治体にとっての予見可能性・説明責任の向上 

・・・・【中間的な取りまとめ】・【第一次勧告】 

○普通交付税算定基準の簡素化 

a．新型交付税の充実 

b．算定基準が毎年変わることを改め透明性を高める 等 

 

＜検討の前提 10＞･･･第一次勧告より 

「地方交付税の算定を透明なものとし、地方自治体による予見可能性や国民への説明責任の向上を

はかるための見直しを行うことが重要」 

＜検討の視点 10＞ 

 地方交付税の算定を簡素化・透明化するため、 

― 新型交付税の充実 

― 毎年度の単位費用の大幅な変動など、算定基準の頻繁な変更 

― 特別交付税のあり方 

等について、どう考えるか。 

 

６.地方債 

 

論点 11 

(2)地方政府の経営能力確立 

地方債の自由化、債務調整導入の是非、債務処理の新たな方法の検討 

①財政健全化法本格施行、第三セクター・公営企業等財政健全化等を踏まえた今後の方向性

を提示 

②政策判断の適正性確保 

起債償還に対する交付税措置の見直しの必要性等 

 

＜検討の前提 11＞･･･第一次勧告より 

「国による事務等の義務付けの廃止、国庫補助負担金改革、国税から地方税への税源移譲、地方

交付税、そして地方債など地方行財政全体について分権改革が今後進むなかで、地方債の自由
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化、債務調整の導入の是非、債務処理の新たな方法の導入についても検討」 

＜検討の視点 11＞ 

 地方自治体の政策判断への影響や起債償還に対する交付税措置のあり方について、どう考

えるか。 

 

【全体】 

論点 12 

国と地方の協議の場について、どう考えるか。 


