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ⅣⅣⅣⅣ    「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案 

20202020    過疎地過疎地過疎地過疎地域対策等域対策等域対策等域対策等のののの推進推進推進推進についてについてについてについて    

（総務省，国土交通省，農林水産省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    延長延長延長延長されたされたされたされた過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの自立促進自立促進自立促進自立促進をををを

図図図図ることることることること    

２２２２    離島離島離島離島，，，，半島等半島等半島等半島等のののの条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域についてもについてもについてもについても，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，振興対策振興対策振興対策振興対策をををを推進推進推進推進することすることすることすること    

現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

 過疎地域等の条件不利地域は，若年者の流出による人口減少と少子・高齢化の一層の進行，

深刻な医師不足，生活交通の廃止や縮減，集落の小規模・高齢化の進行による日常生活を支

えてきた集落の機能低下などの課題に適切に対応するとともに，産業として自立できる農林

水産業への転換など，持続可能な過疎地域の形成に向けた取組が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【参考参考参考参考】】】】    過疎地域自立促進特別措置法改正過疎地域自立促進特別措置法改正過疎地域自立促進特別措置法改正過疎地域自立促進特別措置法改正（（（（平成平成平成平成 22222222 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日））））のののの概要概要概要概要    

(１) 法 の 期 間：６年間（平成 28 年３月 31 日まで） 

(２) 過疎地域指定：16 市町（本県は変更なし） 

(３) 主な支援措置：過疎債のソフト事業への拡充と対象施設の追加 

・ソフト：住民の安全・安心な暮らしの確保を図るためのソフト事業 

・ハード：図書館，認定こども園，自然エネルギー利用施設，市町立幼稚園の追加， 

小中学校の校舎等の統合要件を撤廃    

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    

 

 与野党実務者会議において，離島振興法改正に向けた検討がなされている。 

 

広島県広島県広島県広島県のののの過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの状況状況状況状況    
広島県の過疎市町 

    広島県広島県広島県広島県のののの過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域におにおにおにおけるけるけるける集落集落集落集落のののの状況状況状況状況                                                    ～～～～    調査時点調査時点調査時点調査時点：：：：平成平成平成平成 22222222 年年年年 4444 月月月月    ～～～～     過疎地域の 集落数 高齢者割合が 50％以上 10 世帯未満の 小規模集落数 64,954 10,091 6,214 全 国  (15.5) (9.6) 中国圏 12,694 2,672 1,901    (21.1) (15.0)  3,369 711 606  うち 広島県  (21.1) (18.0) 
 

項  目 全県 （旧市町村数） 過疎地域 （旧市町村数） 市町数 23（86） 16（58） 面積 8,479.58 k㎡ 5,254.96 k㎡ 人口 (増減は H17 対比) 2,860,750 人 △0.6％ 283,688 人 △6.8％ 高齢者比率 〔65 歳以上〕 20.9％ 36.7％ ○ 人口は，平成２２年度国勢調査による。 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

１１１１    延長延長延長延長されたされたされたされた過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法過疎地域自立促進特別措置法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの自立促進自立促進自立促進自立促進をををを図図図図

ることることることること    

(1) 過疎対策の推進に当たっては，過疎地域が有する安全・安心な食料や水，エネルギ

ーの供給，国土保全，災害の防止，地球温暖化の防止などの公益的機能について，都市

住民も含めた国民全体が認識するよう努めるとともに，拡充・延長された過疎法に基づ

き，集落を支援する人材の育成，雇用の確保に係る支援の強化や過疎対策事業債の所要

額の確保など実効性ある対策を講じること。 

 

(2) 過疎対策事業債の適用範囲については，地域医療の確保，集落の維持・活性化，生

活交通の確保等のソフト事業への拡充及び地域の実情や事業の必要性に応じた弾力的

な運用が図られたところであるが，過疎地域においては，これらの重要性は，ますます

高まっていくものと考えられることから，過疎対策事業債におけるソフト事業に係る資

金の確保・充実や対象事業の更なる拡充を図ること。 

        

    

２２２２    離島離島離島離島，，，，半島等半島等半島等半島等のののの条件不利地域条件不利地域条件不利地域条件不利地域についてもについてもについてもについても，，，，引引引引きききき続続続続きききき，，，，振興対策振興対策振興対策振興対策をををを推進推進推進推進することすることすることすること        

 (1) 過疎地域，とりわけ島嶼地域においても，生活交通として欠かせない生活航路につ

いて，過疎化の進行による利用者の減少や燃料費の高騰などにより，航路の廃止や減便

などが迫られていることから，こうした状況を踏まえた維持・確保対策を講じること。 

 

(2) 離島航路整備法等に基づく現行の離島航路補助については，終点の市町村が異なる

複数航路も補助対象とするなどの改正が行われているが，近接した本土と生活圏を同一

にする内海離島の特殊性や本県が進めてきた市町村合併を考慮し，終点の市町村を合併

前の旧市町村単位とするなど，国庫補助対象航路の更なる拡大を図ること。 

 

 (3) 安芸灘諸島など，本土との連絡架橋の整備によって，離島地域の指定が解除される

こととなる条件不利地域については，地域の実情を踏まえ，半島地域の指定要件緩和等

の措置を講じるなど，引き続き振興対策を推進すること。 
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    ⅣⅣⅣⅣ    「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

21212121    市町市町市町市町のののの財政財政財政財政基盤基盤基盤基盤のののの強化強化強化強化についてについてについてについて 

（総務省，財務省）    

    提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

１１１１    合併市町合併市町合併市町合併市町へのへのへのへの確実確実確実確実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置についてについてについてについて    

２２２２    福祉事務所設置福祉事務所設置福祉事務所設置福祉事務所設置町町町町へのへのへのへの確実確実確実確実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置についてについてについてについて    

３３３３    小中学校小中学校小中学校小中学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合にににに伴伴伴伴うううう財政支援財政支援財政支援財政支援についてについてについてについて    

４４４４    投資補助金投資補助金投資補助金投資補助金（（（（市町村分市町村分市町村分市町村分））））のののの一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化についてについてについてについて    

    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題 

 

広島県では，地域主権改革の受け皿となる基礎自治体の体制強化を図るため，これまで市

町村合併を推進し，市町村の行財政基盤の強化に取り組んできた。（いわゆる「平成の市町村

合併」により，86市町村から 23市町に減少） 

県内市町では，新たなまちづくり事業への財源を捻出するため，公共事業などの投資的経 

費の抑制，国を大幅に上回る職員数の削減や独自の給与カットなど徹底した行財政改革を行

っているが，社会保障費の増加や景気低迷による税収減等により，厳しい財政運営を余儀な

くされている。   

 よって，各市町が，新たなまちづくりに必要な財源を確実に確保するため，次の課題につ

いて必要な措置をお願いしたい。 

 

 

１１１１    合併市町合併市町合併市町合併市町へのへのへのへの確実確実確実確実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置    

合併を行った市町については，現在，合併後 9年から 6年が経過したものの，地方交付

税措置が大幅な減額となった三位一体改革の影響などもあり，平成 23年度末までの市町建

設計画の実施状況は概ね 5割と低迷している。 

また，東日本大震災を踏まえ，公共・公用施設の耐震化など整備方針を見直す必要性も

新たに生じており，合併後の社会経済情勢，厳しい財政環境，住民ニーズの変化などを踏

まえた事業の優先順位や進度を見直しながら，県・市町の事業を推進していくためには，

安定的な財源を確保することが不可欠となっている。 

 

２２２２    福祉事務所設置福祉事務所設置福祉事務所設置福祉事務所設置町町町町へのへのへのへの確実確実確実確実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置    

県内 9町のうち，8町が県から権限移譲を受け，福祉事務所を任意設置している。 

市が設置する福祉事務所の経費については，普通交付税による財源措置がなされてい

るが，町村が設置する場合は，特別交付税による財源措置となっており，全国で大きな

災害等が発生した場合の財源確保が極めて不透明である。 

また，合併算定替の適用を受けないなど，市と交付税の算定面で取扱いが異なってお

り，公平性に欠けている。 
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３３３３    小中学校小中学校小中学校小中学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合にににに伴伴伴伴うううう財政支援財政支援財政支援財政支援    

県内市町では，近年の児童生徒数の減少を踏まえ，教育環境の充実を図るために，小中

学校の適正配置（学校統廃合）に計画的に取り組んでいる。 

小中学校の統廃合に伴う遠距離通学支援等のために，新たに市町が負担することとなる

経費については，必要となる国庫補助財源が十分に確保されておらず，地方交付税措置に

ついても上限額が設定されている。 

   また，不要となる学校施設の解体・撤去に係る経費について，新増築又は大規模改造を

伴うものは国庫補助や起債の対象となるが，それ以外のものについては対象とならない。 

    

４４４４    投資補助金投資補助金投資補助金投資補助金（（（（市町村分市町村分市町村分市町村分））））のののの一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化    

平成 24年度から新たに政令指定都市が地域自主戦略交付金の交付対象となったが，そ 

の他の市町村については，平成 25年度以降の導入に向けて，引き続き検討を行うこととな

っており，現時点では具体的な制度設計は示されていない。 

政令市以外の市町村は，事業量の年度間変動が大きく，また社会資本整備等の地域間格

差も大きいことから，現行の都道府県や政令市の配分ルールをそのまま適用した場合，各

団体が必要とする財源が確保されるかどうか極めて不透明である。 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果 

旧合併特例事業債（全国枠） 7,250 億円（対前年度比 92.9％） 

提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

１１１１    合併市町合併市町合併市町合併市町へのへのへのへの確実確実確実確実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置    

合併を行った市町については，行財政運営や市町建設計画に掲げられた県・市町の事業

に支障を来たさないよう，旧合併特例事業債等の確実な配分，合併算定替の確実な実施，

起債償還金への地方交付税措置及び合併市町村補助金の確保など，真に市町が必要とする

財源措置を確実に講じること。 

 

２２２２    福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町福祉事務所設置町へのへのへのへの確実確実確実確実なななな財源措置財源措置財源措置財源措置    

福祉事務所を設置している町の要する経費については，特別交付税ではなく普通交付 

税で措置することにより，確実な財源措置を講じること。 

また，国と地方の役割分担の見直しに基づく権限や税財源の移譲が行われるまでの間， 

地方交付税の不交付団体であっても，普通交付税に代わる特例的な措置を講じること。 

 

３３３３    小中学校小中学校小中学校小中学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合にににに伴伴伴伴うううう財政支援財政支援財政支援財政支援    

小中学校の統廃合に伴う遠距離通学支援に係る経費や，不要となる学校施設の解体・ 

撤去に係る経費について，必要な国庫補助財源を確保するとともに，国庫補助や起債の

対象とならない一部経費について，地方交付税等の新たな財源措置を講じること。    

 

４４４４    投資補助金投資補助金投資補助金投資補助金（（（（市町村分市町村分市町村分市町村分））））のののの一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化    

地域自主戦略交付金（市町村分）の導入に当たっては，社会資本整備の遅れている地域 

や財政力の弱い地域等への配慮の割合を拡大し，可能なかぎり市町村のニーズに配慮する

とともに，必要な事業を着実に実施できるよう総額を確保すること。 

 また，市町村の予算編成作業に支障が出ないよう，平成 25年度に係る配分の方法や総

額など制度全体を早期に明らかにすること。 
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ⅣⅣⅣⅣ    「「「「豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦にににに関関関関するするするする提案提案提案提案    

22222222    地方自治地方自治地方自治地方自治のののの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた改革改革改革改革のののの取組取組取組取組についてについてについてについて    

（内閣官房，内閣府，総務省，財務省，国土交通省）    
 

提案提案提案提案のののの要旨要旨要旨要旨 

真真真真のののの地方自治地方自治地方自治地方自治のののの確立確立確立確立にににに向向向向けけけけ，，，，地域地域地域地域のののの自立性自立性自立性自立性・・・・自主性自主性自主性自主性をををを高高高高めるめるめるめる改革改革改革改革をををを確実確実確実確実にににに推進推進推進推進することすることすることすること        

１１１１ 新新新新たなたなたなたな広域自治体広域自治体広域自治体広域自治体のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

２２２２ 現在進現在進現在進現在進められているめられているめられているめられている地域主権地域主権地域主権地域主権改革改革改革改革のののの確実確実確実確実なななな推進推進推進推進    

(1) 国出先機関の原則廃止に向けた抜本的な見直し 

(2) 義務付け・枠付けの抜本的な見直し，基礎自治体への権限移譲等の推進 

(3) 地域自主戦略交付金の制度化に伴う地方の自由裁量の拡大 

３３３３ 地方財政地方財政地方財政地方財政のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて    

(1) 地方交付税の法定率の引き上げ 

(2) 地方財政計画の適正化等    

現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題    （１，２） 

【これまでの国の地域主権改革の取組等】 

○ 国出先機関の原則廃止 

（改革の理念） 

国の事務・権限を地方自治体に移譲すること等により，地域における行政を地方自治

体が自主的かつより総合的に実施できるようにする。 

（これまでの実績等） 

「アクション・プラン」（平成 22 年 12 月 28 日閣議決定）に基づき，国出先機関の事

務・権限のブロック単位での移譲に関する法案を今通常国会に提出予定 

 （今後の課題等） 

   ブロック単位での移譲について，国の関与が残る仕組みが懸念されるとともに移譲に

伴う財源措置等未だ曖昧なままである。 

○ 義務付け・枠付けの見直し，基礎自治体への権限移譲 

（改革の理念） 

   事務の実施やその方法を地方議会が定める条例によって決定すること等により，地方

自治体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みにすること 

（これまでの実績等） 

  1 次一括法（平成 23年 4月 28 日成立），2次一括法（平成 23年 8月 26日成立） 

  3 次一括法法案（平成 24年 3月 9日国会提出） 

（今後の課題等） 

地方分権改革推進委員会勧告に掲げられた項目に対し未実施が多く，地方の要望に十

分に応えたものになっていない。 

○ 補助金等の一括交付金化 

（改革の理念） 

国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し，基本的に地方が自由に使える一括交付 

金にする。 

（これまでの実績等） 

  「地域自主戦略交付金」等の創設（平成 23年 4月） 

23 年度 5,150 億円（都道府県分），24年度 8,329 億円（都道府県分，政令市分） 

 （今後の課題等） 

具体的な交付が未だ各府省の定める個別の交付要綱に従うことになるなど，国の関与 

が残るとともに，本格的な税源移譲に向けた道筋は明らかにされていない。 

○ 国と地方の協議の場 

 （改革の理念） 

   地方に関する重要政策等について，国と地方が協議する場を設ける。 

（これまでの実績等） 

国と地方の協議の場に関する法律（平成 23年 4月 28日成立） 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果    （１，２） 

○ １次一括法の成立に続いて，国の関与の見直しや基礎自治体への権限移譲を内容と

する 2次一括法が 23年 8月に成立 
○ 国出先機関の事務・権限のブロック単位（広域連合制度の活用）での移譲に関する法

案を今通常国会に提出予定 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 
    

地域地域地域地域がががが特色特色特色特色とととと強強強強みをみをみをみを活活活活かしてかしてかしてかして自自自自らららら力力力力をををを発揮発揮発揮発揮しつつしつつしつつしつつ地域経済地域経済地域経済地域経済をををを活性化活性化活性化活性化するためにはするためにはするためにはするためには，，，，地域地域地域地域

がががが活力創出活力創出活力創出活力創出のためののためののためののための施策施策施策施策をををを独自独自独自独自にににに進進進進めることができるようめることができるようめることができるようめることができるよう，，，，国国国国とととと地方地方地方地方のののの役割役割役割役割をををを再定義再定義再定義再定義しししし，，，，

国国国国とととと地方地方地方地方をををを通通通通じたじたじたじた権限権限権限権限とととと財源財源財源財源のののの最適化最適化最適化最適化をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

またまたまたまた，，，，最適化最適化最適化最適化されたされたされたされた権能権能権能権能をををを有有有有するするするする自治体自治体自治体自治体がががが，，，，地域地域地域地域のののの成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略をををを展開展開展開展開するにはするにはするにはするには，，，，現在現在現在現在のののの都都都都

道府県道府県道府県道府県のののの枠組枠組枠組枠組みではみではみではみでは限界限界限界限界がありがありがありがあり，，，，すでにすでにすでにすでに県境県境県境県境をををを越越越越えてえてえてえて広域化広域化広域化広域化しているしているしているしている経済活動経済活動経済活動経済活動やややや住民生活住民生活住民生活住民生活

のののの実態実態実態実態もももも踏踏踏踏まえながらまえながらまえながらまえながら，，，，新新新新たなたなたなたな広域自治体広域自治体広域自治体広域自治体のののの構築構築構築構築がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

そこでそこでそこでそこで，，，，国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，まずまずまずまず，，，，このこのこのこの国国国国のありのありのありのあり方方方方はははは，，，，どうあるべきかというどうあるべきかというどうあるべきかというどうあるべきかという大大大大きなきなきなきな絵柄絵柄絵柄絵柄をををを

描描描描きききき，，，，国民国民国民国民にもわかりやすくにもわかりやすくにもわかりやすくにもわかりやすく改革改革改革改革のののの重要性重要性重要性重要性をををを示示示示したしたしたした上上上上でででで，，，，真真真真のののの地方自治地方自治地方自治地方自治のののの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた以以以以

下下下下のののの改革改革改革改革をををを確実確実確実確実にににに推進推進推進推進しししし，，，，実現実現実現実現することすることすることすること。。。。    
    

    

１１１１    新新新新たなたなたなたな広域自治体広域自治体広域自治体広域自治体のののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    

地域が活力創出のための施策を独自に進めることができるよう，国・地方を通じた権限

と財源の最適化を図るとともに，新たな広域自治体の構築に繋がる仕組みづくりについて

検討を行うこと。 
    

２２２２    現在進現在進現在進現在進められているめられているめられているめられている改革改革改革改革のののの確実確実確実確実なななな推進推進推進推進    

(1) 国出先機関の原則廃止に向けた抜本的な見直し 

現在の取組には国の関与が残る仕組みが懸念される等，国出先機関原則廃止の本来の

趣旨から大きく後退しているほか，人員の移管や移譲に伴う財源問題でさえ曖昧なまま

である。国はこの点を含め，地域主権戦略大綱（平成 22年 6月 22日閣議決定）に示さ

れた各事項を踏まえ，原則に立ち返った国出先機関改革を進め，国と地方の二重行政を

解消し，国・地方を通じた行政の簡素化を推進すること。 
   

(2) 義務付け・枠付けの抜本的な見直し，基礎自治体への権限移譲等の推進 

・ 地方自治体が，保健福祉サービスや地域における土地利用・産業施策・生活環境の

整備等を自主的・自己完結的に実施できるよう，義務付け枠付けの見直しについて，

積み残し分を含めた更なる取組を進め，国の関与の抜本的な見直しを行うこと（具体

的な事例は巻末別紙のとおり）。 

・ また，地域のことは地域に住む住民が決めるという原点に立ち返り，広域自治体で

ある都道府県と基礎自治体である市町村の役割を見定め，基礎自治体優先の原則のも

と，住民に身近な行政サービスや，まちづくりに密接に関連する事務事業等を市町村

が自ら実施できるよう，地方要望を踏まえた新たな工程表を早期に作成し，可能な限

り基礎自治体への法定による権限移譲を進めていくこと。 

・  あわせて都道府県については，高度なインフラ整備や経済活動の活性化など広域自

治体として求められる役割に特化させるべく国からの権限移譲（具体的な事例は巻末

別紙のとおり）を含めた制度の見直しを行い，財源等に関して必要な措置を講じた上

で，その役割や事務事業等の分担の適正化を図ること。  

 
(3) 地域自主戦略交付金の制度化に伴う地方の自由裁量の拡大 

制度運用について，次の点をはじめとして，継続した見直しを図り，更なる地域の自

由裁量の拡大等を図ること。 

・ 地域自主戦略交付金を永続的な制度とすることなく，あくまでも過渡的な段階のもの 

 とし，本格的な税財源の移譲に向けた道筋を明らかにしていくこと。 

・ 地域自主戦略交付金の交付に当たっては，各府省の定める個別の交付要綱に基づく事 

業の選択や規模において一定の制約が残っているため，引き続き地方の自由裁量の拡

大を図るための必要なる改善等に努めること。 

・ 更なる地方の自由裁量の拡大に寄与するため，対象分野の拡大に努めるとともに，客 

観的指標に基づく配分について，継続事業等に十分配慮しつつ，その割合の拡大や必

要に応じて指標の見直しを図ること。その際は，地方の予算編成作業に支障が出ない

よう具体的な制度設計を早期に明らかにすること。 
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    現状及現状及現状及現状及びびびび課題課題課題課題（３） 

 

○ 平成 24年度の地方財政計画において，地方交付税総額は，東日本大震災関係分を別枠と

した上で，平成 23年度と比べ 0.1 兆円増額され，また一般財源総額についても，0.1 兆円

増額され，59.6 兆円が確保された。 

 

○ しかしながら，一般財源総額については，交付税特別会計の繰越金などの一時的な財源

措置や，平成 13年度以降継続されている臨時財政対策債による補塡措置により，確保され

たものであり，常態化している地方財政の財源不足の解消に向けた抜本的な対策は講じら

れていない。 

  このため，近年，多額の臨時財政対策債の発行を余儀なくされ，残高は累増している。 

 

○ また，地方一般歳出については，社会保障関係経費が増額される一方で，社会保障関係

経費を除く一般行政経費や投資的経費が削減されたため減少しており，地方の実情に応じ

た行政サービスを実施する上で，引き続き，厳しい財政運営を余儀なくされている。 

  給与関係経費については，従来どおり地域の民間給与水準の反映をより重視する観点か

ら，人事委員会勧告を基本として計上されているが，本県では，厳しい財政状況等を踏ま

え，国に先んじて，職員数の見直しや独自の給与削減など，自主的かつ適切に人件費の削

減に取り組んでいる。 

 

○ 社会保障・税の一体改革については，社会保障分野における地方の役割に鑑み，一定の

地方単独事業を含めた上で，消費税増税分の税収配分が決定され，平成 26年度から消費

税率引き上げに等に伴う閣議決定がなされたが，成立の見通しは不透明である。 

 また，消費税増税の使途については，社会保障財源化として明確化することとされてい

るが，具体的な方法等は，今後整理されることとなっている。 

 

前年度前年度前年度前年度のののの提案結果提案結果提案結果提案結果（３）    【地方財政計画】 ○地方財政計画の規模           H23:82兆5,054億円  H24:81兆8,647億円(対前年度比 99.2％) ○一般財源総額（①+②+③+④+⑤）H23:59兆4,990億円  H24:59兆6,241億円(対前年度比100.2％) ①地方税                    H23:33兆4,037億円   H24:33兆6,569億円(対前年度比100.8％) ②地方譲与税                H23: 2兆1,749億円    H24: 2兆2,615億円(対前年度比104.0％) ③地方交付税                H23:17兆3,734億円  H24:17兆4,545億円(対前年度比100.5％) ④臨時財政対策債            H23: 6兆1,593億円  H24: 6兆1,333億円(対前年度比 99.6％) ⑤地方特例交付金            H23:    3,877億円  H24:    1,275億円(対前年度比 32.9％)                            ※H24は通常収支分を記載 【本県の臨時財政対策債の状況】   ○発行額 H23：905億円 H24：914億円  ○残高見込 H23末：5,071億円 H24末：5,948億円 
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提提提提    案案案案    のののの    内内内内    容容容容 

    

３３３３    地方財政地方財政地方財政地方財政のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて    

(1) 地方交付税の法定率の引き上げ 

地方交付税は，国税５税の一定割合とされているが，この国税５税の法定率分が必

要な地方交付税総額と比べ著しく不足する場合には，法定率の引上げ等により必要な

総額を確保することとされている。（地方交付税法第６条の３第２項） 

地方財政は，毎年度多額の財源不足が生じ，平成８年度以降１７年連続で同条項に

該当しているにもかかわらず，法定率の引き上げはなされていない。 

同法の本来の姿に立ち戻り，必要な地方交付税の法定率の引き上げを行い，全額を

地方交付税で措置することとし，臨時財政対策債による補塡措置を早期に解消するこ

と。 

 

(2) 地方財政計画の適正化等    

①①①①    歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出のののの適切適切適切適切なななな算定算定算定算定についてについてについてについて    

地方財政計画の策定にあたっては，増嵩する社会保障関係費，極めて厳しい地方の

経済雇用情勢への対応などの歳出を確実に積み上げるとともに，経済情勢を踏まえ厳

しく税収額を見込むなど，財政需要及び収入見積りを的確に反映するとともに，それ

に応じた地方の一般財源総額を確実に確保すること。 

   〔臨時財政対策債等に係る償還費〕 

国が後年度に地方交付税により財源措置するとした臨時財政対策債や景気対策，

減税，市町村合併等により発行した地方債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。 

   〔給与関係経費〕 

給与関係経費については，国家公務員給与の給与削減に際し，地方においては「自

主的かつ適切に対応」とされた経緯を踏まえ，国家公務員給与の削減に併せた，地

方交付税等の減額は行わないこと。 

   〔社会保障・税の一体改革〕 

社会保障・税の一体改革については，地方財政運営に多大の影響が見込まれるこ

とから，地方消費税引き上げの際には，引き上げに伴う増収に見合った地方一般財

源総額を確保すること。また，社会保障分野における国と地方の役割分担に応じて，

地方と協議を十分行いながら，社会保障制度の設計を行うこと。 

 

②②②②    地方財政計画地方財政計画地方財政計画地方財政計画にににに係係係係るるるる策定過程策定過程策定過程策定過程のののの透明化等透明化等透明化等透明化等についてについてについてについて    

地方公共団体の財政運営，予算編成に支障が生じないよう，まずは，地方財政計画

の策定過程の徹底した透明化を図るとともに，地方財政計画に関する情報の早期の提

供を行うこと。 

また，今後の地方財政に関する予見可能性を向上させるため，地方財政の中・長期

的な見通しを明らかにすること。 
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事務・事業，権限の移譲等   
○○○○    国国国国からからからから県県県県へへへへ移譲移譲移譲移譲すべきすべきすべきすべき事務事業事務事業事務事業事務事業    

▷  ４haを超える農地転用許可を県へ移譲すること。なお，２haを超える知事の許可について

は国への事前協議制を廃止すること。 

▷  県内で完結する国道の管理権限を県へ移譲すること。 

▷  一級河川の管理権限を県へ移譲すること。 

▷  商工会議所法に係る許認可権を県へ移譲すること。 

▷  ハローワーク特区及び一体的取組を地方の提案に沿って速やかに進め，移管可能性の検証を

行い，職業安定業務を県へ移管すること。 

▷  給水人口が５万人を超える水道事業の認可・指導監督権限を県へ移譲すること。 

▷  中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条第1項に係る計

画の認定権限と支援に必要な財源を都道府県に移譲すること。  

 

 

○○○○    国国国国からからからから基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体へへへへ移譲移譲移譲移譲すべきすべきすべきすべき事務事業事務事業事務事業事務事業    

▷  民生児童委員の任命権限を基礎自治体へ移譲すること。 

▷  国立公園における木竹伐採等の許可を基礎自治体へ移譲すること。 

 

 

○○○○    県県県県からからからから基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体へのへのへのへの事務事業事務事業事務事業事務事業のののの移譲移譲移譲移譲をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しししし等等等等    

▷  大規模小売店舗の新設等の届出及び特定工場の新設等の届出に係る基準面積等の条例制定

を基礎自治体が行えるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  母子寡婦福祉資金の貸付・償還事務について，市及び福祉事務所設置町が実施主体となるよ

う制度の見直しを行うこと。 

▷  町においても，市と同様に福祉事務所を必置とするよう制度の見直しを行うこと。 

▷  特別児童扶養手当事務について，既存の関連事務と併せて基礎自治体で実施できるよう制度

の見直しを行うこと。 
▷  麻薬取扱者に対して県及び保健所設置市が交付する免許は，当該県及び市の区域のみでなく，

国内全域で有効となるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  婦人相談所の売春防止法による設置義務（都道府県設置）を見直し，政令市や中核市におい

ても設置できるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  砂防，地すべり，急傾斜地崩壊対策について，基礎自治体においても工事・管理等を実施で

きるよう制度の見直しを行うこと。 

▷  屋外広告物法第28条により屋外広告物事務を行う景観行政団体である基礎自治体に対して，

都道府県の条例による移譲ではなく，自らの判断と責任で簡易除却等を実施できるよう制度の

見直しを行うとともに，それに応じた普通交付税等の必要な財源措置を講じること。 

 

 

 ○○○○    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの分担関係分担関係分担関係分担関係のののの適正化適正化適正化適正化    

  ▷  都市部と中山間地域との教育条件を一定の水準に保ち，広域人事を活発化するなど，教職

員の資質向上施策を推進するとともに，政令指定都市における県費負担教職員の任命権者と

給与負担者の一致を図ること。 

 

別別別別    紙紙紙紙    
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 義務付け・関与の廃止・縮小（地域主権戦略大綱等（※）に盛り込まれなかった事項）  

▷  水質汚濁防止法に基づき，県が策定する「総量削減計画」の大臣同意を廃止すること。 

▷  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき策定する「都道府県

分別収集促進計画」を廃止すること。 

▷  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促

進に関する法律に基づき，事業主が策定する「改善計画」の都道府県の認定事務を廃止するこ

と。 

▷  介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき，事業主が策定する「改善計画」の都

道府県の認定事務を廃止すること。 

▷  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に基づき，

市町が策定する「農林業等活性化基盤整備計画」の都道府県知事の同意を廃止すること。 

▷  地方道路公社が管理する有料道路の料金設定における大臣の許可及び認可は廃止すること。 

▷  保安林解除に係る国への協議を廃止すること。 

 

  義務付け・関与の廃止・縮小（地域主権戦略大綱等（※）で見直された事項のうち，見直しが不十分な事項））  
▷  国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用基本計画を策定する場合，大臣への同意を要す

る協議は同意を要しない協議とされたが，大臣への協議を廃止し，大臣への意見聴取とするこ

と。  

▷  中心市街地の活性化に関する法律に基づく総理大臣の認定は，法９条２項の一部のみを廃止

するものであり，市町村の基本計画に係る総理大臣（法９条1項）の認定そのものを廃止する

こと。 

▷  都市計画法に基づき都道府県が都市計画を決定する場合，三大都市圏等の区域に係る都市計

画についての大臣への同意を要する協議は廃止されたが，区域区分に関する都市計画等に係る

国との同意を要する協議についても，同意を廃止すること。 

▷  農業振興地域の整備に関する法律に基づき，都道府県が農業振興地域整備基本方針を策定・

変更する場合，農林水産大臣への協議（法４条５項）を全て廃止すること。ただし，「確保す

べき農用地の面積その他農用地等の確保に関する事項」及び「農業振興地域として指定するこ

とを相当とする地域の位置及び規模に関する事項」については，調整とすること。 

また，同法に基づき，市町村が農業振興地域整備計画を策定・変更する場合，都道府県への

協議についても同様に廃止し，都道府県への報告とすること。 

 （※：地方分権改革推進計画を含む） 


