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地方財政 の充実 ・強化 を求 める意見書提 出 につい て の陳情書

【
陳情趣 旨】
地方 自治体は、子育て支援策 の充実 と保育人材 の確保、高齢化 が進行す る中での医療 。介護
な どの社会保障へ の対応、地域交通 の維持な ど、果 たす役割が拡大す る中で、人 口減少対策 を
含む地方版総合戦略 の実行や マイナ ンバー制度 へ の対応、大規模 災害を想定 した防災 0減 災事
業 の実施 など、、
新たな政策課題 に直面 しています。
一方 、地方公務員をは じめ とした公的サー ビス を担 う人材 が限 られ る中で、新 たなニユズヘ
の対応 と細やかな公 的サー ビスの提供が困難 となつてお り、人材確保 を進め る とともに、 これ
に見合 う地方財政 の確 立をめざす必要があ ります。
こ うした状況 にもかかわ らず、社会保障費 の圧縮や 「
公 的サー ビスの産業化」な ど地方財政
をターゲ ッ トとした歳出削減 にむけた議論 が加速 しています。とくに、 「トシプランナー方式」
の導入 は、民間委託を前提 とした地方交付税算定 を容認す るものであ り、地方財政全体 の安易
な縮小につ ながることが危惧 され るもの となつています。 「
イ ンセ ンテ ィブ改革」 とあわせ、
地方交付税制度を利用 した国の政策誘導 であ り、客観 ・中立で あるべ き地方交付税制度 の根幹
を揺 るが しかねない ものです。
本来、必要な公共サー ビス を提供す るため、財源面 を担保す るのが地方財政計画 の役割 です。
しか し、財政再建 日標 を達成す るためだけに歳出削減 が行 われ 、結果 として不可欠なサー ビス
が削減 されれば、本末転倒 であ り、国民生活 と地域経済 に疲弊 をもた らす ことは明 らかです。
このため、 2019年

度 の政府予算 と地方財政 の検討 にあたっては、国民生活 を犠牲 にす る

財政 とす るのではな く、歳入 ・歳 出を的確 に見積 も り、人的サー ビス としての社会保障予算 の
充実 と地方財政 の確 立をめざす ことが必要です。 このため、政府 に以下の事項 の実現 を求めま
す。

記
1

社会保障、災害対策 、環境対策、地域交 通対策 、人 口減少対策 な ど、増 大す る地方 自治体
の財政需要 を的確 に把 握 し、 これ に見合 う地方一般財源 総額 の確保 をはか ること。

2

子 ども ,子 育て支援新制度、地域医療 の確保、地域包括ケアシステムの構築(生 活困窮者
自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度 の見直 しな ど、急増す る社会保障ニーズヘ の対
応 と人材 を確保す るための社会保障予算 の確保お よび地方財政措置 を的確 に行 うこと。

3

地方交付税 における Tト ップランナー方式」 の導入は、地域によつて人 口規模 ・事業規模
の差異、各 自治体における検討経過や民間産業 の展 開度合 いの違 い を無視 して経費 を算定す
るものであ り、廃止 ・縮小 を含 めた検討 を行 うこと。

4

災害時においても住民 の命 と財産を守 る防災 ・減災事業は、 これまで以上に重要であ り、
自治体庁舎 をはじめ とした公共施設 の耐震化や緊急防災 ・減災事業 の対象事業 の拡充 と十分
な期間 の確保 を行 うこと。 また、 2015年

度 の国勢調査 を踏 まえた人 口急減 ・急増 自治体

の行財政運営に支 障 が生 じることがない よ う、地方交付税算定のあ り方 を引き続 き検討す る
こと。
5

地域 間の財源偏在性 の是正のため、偏在性 の小 さい所得税 ・消費税 を対象 に国税 か ら地方
税 へ の税源移譲 を行 うなど、抜本的な解決策 の協議 を進 めること。同時 に、各種税制 の廃止 、
減税 を検討す る際 には、 自治体財政に与える影響 を十分検証 した上で、代替財源 の確保 をは
じめ、財政運営に支障が生 じることが ない よ う対応 をはかること。

6

地方交付税 の財源保障機能 ・財政調整機能 の強化をはか り、市町村合併 の算定特例 の終了
を踏 まえた新 たな財政需要 の把握、小規模 自治体に配慮 した段 階補正の強化 などの対策 を講
じること。 同時に、地方交付税原資 の確保 にっいては、臨時財政対策債に過度に依存 しない
もの とし、対象国税 4税

(所得税 ・法人税 ・酒税 ・消費税)に 対す る法定率の引き上げを行

うこと。
7

自治体 の基金残 高 を、地方財政計画や地方交付税 に反映 させない こと:

