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 骨太方針２０１７を閣議決定（6月 9日）―地方財政や地方創生は？ 

 政府は６月９日の閣議で「経済財政運営と改革の基本方針２０１７」（いわゆる骨太方針２０１７）

を決定し公表しました。２月に行った「地方財政計画と自治体予算」の公開セミナーで講師の菅原氏

も指摘しているように、例年のことですが２０１８年度地方財政計画や地方に関する様々な施策、社

会保障費関連の方針などもここで決定された方針が反映されて、政府当初予算案がつくられることに

なります。 

 これまで自治研で骨太方針を取り上げることは少なかったのですが、関連資料とともに抜粋をお届

けします。さらに詳しく知りたい方は内閣府のホームページ（下記）でご覧いただけます。  

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2017/decision0609.html     

 

地方行財政に関する骨太方針  概要から

第３章経済・財政の一体改革の進捗・推進 

（３）地方行財政等 

「経済・財政再生計画」の下、国・地方を通

じた経済再生・財政健全化に取り組み、全ての

改革項目を改革工程表に従って着実に進める。

2020 年代を見据えた地方行財政の構造改革を

推進し、財政資金の効率的配分を図ることを検

討する。 

地方公共団体の基金や行政サービスの水準の

地域差等の状況を含む地方単独事業の実態把握

と「見える化」等を通じて、地方行財政の改革

を推進する。 

地方公営企業の広域化等の検討の加速に向け

た支援強化、トップランナー方式の影響額の活

用の在り方及び地方財政計画上の取扱いの明確

化等を図る。 

地方公共団体の実情に応じ、公共サービスの

広域化・共同化の取組を着実に推進する。「業

務改革モデルプロジェクト」などの取組を通じ、

窓口業務の民間委託の全国展開を進める。 

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ

活用推進基本計画」等に基づき、マイナンバー

の利用範囲の拡大、マイナンバーカードの普及

促進、地方公共団体におけるクラウドの導入、

行政手続のオンライン化など、国及び地方の業

務改革・情報システム改革を着実に実施する。 

地方創生はどうなる  方針本文から 

 （１）地方創生  

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂

版）」及び「まち・ひと・しごと創生基本方針

2017」に基づき、地方創生の新たな展開等を図

る。  

地域の人材への投資を通じた地域の生産性向

上及び東京一極集中の是正のため、地方大学に

おいて特色ある取組が推進されるよう、産官学

連携の下、地域の中核的な産業の振興と専門人

材育成等に向けた取組を支援し地方大学の活性

化を図るとともに、大学生の集中が進む東京 23

区においては大学の定員増は認めないことを原

則としそのための具体的な制度等について検討

し、年内に成案を得る。また、本年度から、直

ちに、こうした趣旨を踏まえた対応を行う。 

【発行】公益財団法人埼玉県地方自治研究センター【住所】埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-5 県労評会館 
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さらに、地方における若者雇用創出のため、

地方創生インターンシップの推進や、奨学金返

還支援制度の全国展開を進めるほか、企業の地

方拠点強化策の加速化の検討、中央省庁のサテ

ライトオフィスの実証、試行を行う。  

地域資源・地域特性を活用した「しごと」づ

くりや、地域経済全体を牽けん引する事業等を

後押しするとともに、プロフェッショナル人材

を活用する。また、地域の遊休資産の有効活用

を進めることとし、空き店舗については、地方

創生推進交付金を含む関係府省による重点支援

措置や、固定資産税の住宅用地特例の解除措置

等に関する仕組みを検討し、年内に結論を得る。 

地方におけるソーシャルベンチャーの振興や、

効果的な活用を促す。まちづくりについては、

連携中枢都市圏等の形成を進め、日本版ＢＩＤ

を含むエリアマネジメントの推進方策を検討す

る。  

意欲と熱意をもって取り組む地方公共団体に

対して、情報面・人材面・財政面から支援する。  

情報面では地域経済分析システムの活用促進、

人材面では「地方創生カレッジ」の充実、財政

面では地方創生推進交付金や地方創生応援税制

等の活用を行う。  

地域の活性化  方針本文から 

 （４）地域の活性化  

① 地域活性化に向けた取組  

経済環境の変動にも強い地域経済への転換と

地域雇用の創出等に向け、地域へのヒト・情報

の流れの創出や、産学金官の連携による地域密

着型企業の立ち上げ及びエネルギーの地産地消

などの地域経済循環を創造する事業に取り組む。  

また、地域の活性化や消費拡大に向けてマイ

ナンバーカードの活用による地域経済応援ポイ

ントの導入等を促進する。  

過疎地域や、離島・奄美など、半島を含む条

件不利地域においては、近隣地域との調和ある

発展や交流・連携にも留意しつつ、生活機能を

確保する小さな拠点や地域運営組織の形成を推

進し、交通基盤の維持を含む定住環境を整備す

るとともに、地域の資源や創意工夫を活いかし  
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た集落の維持・活性化を図る。  

65 世界遺産登録を見据えたものを含む。  

66 高規格幹線道路、整備新幹線、リニア中央新

幹線等を含む。なお、リニア中央新幹線につい 

ては、財政投融資の活用により、全線開業の最

大８年間前倒しを図ることとなったが、建設主

体が全線の駅・ルートの公表に向けた準備を進

められるよう、必要な連携、協力を行う。  

地域おこし協力隊の拡充のほか、進学・就職

などのライフステージに応じた多様な移住・交

流の推進を図る。  

広域的な高速交通ネットワークの早期整備・

活用を通じた内外の人流や物流の拡大を図る。  

広域連携プロジェクトの取組等を通じ対流促

進型国土の形成を目指す「国土形成計画」67 等

を推進し、これからの時代にふさわしい国土の

均衡ある発展の実現を図る。食や観光関連産業

の育成等を目指す「北海道総合開発計画」68 を

推進する。  

農泊を推進するほか、有害鳥獣の捕獲を強化

するとともに安全・安心なジビエの供給体制を

整備するなど、ジビエの利活用を進める。  

 

医療や介護 社会保障はどうなる 概要か

ら 

（１）社会保障 

「経済・財政再生計画」に掲げられた 44の改

革項目について、改革工程表に沿って着実に改

革を実行していく。 

地域医療構想の実現に向けて、地域ごとの「地

域医療構想調整会議」で具体的議論を促進する。

医療計画・介護保険事業計画の整合的な策定を

進める。 

都道府県のガバナンスを強化するとともに、

国保のインセンティブを強化する。 

医療費の地域差の半減等、医療費の適正化に

向けた取組を推進する。 

健康増進・予防の推進に向けて、データベー

スの整備、インセンティブの強化、健康経営の

促進、優良事例の全国展開を図る。 

介護保険の保険者機能の強化に向けた財政的

インセンティブ付与の在り方について検討する。 

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」に

基づき、薬価制度の抜本改革等に取り組む。調

剤報酬について、対物業務に係る評価の適正化

を行うとともに、対人業務を重視した評価を検

討する。2020 年（平成 32 年）９月までに、後

発医薬品の使用割合を 80％とする。 

人生の最終段階における医療について、普及

啓発の推進や、関係者の連携、人材の育成を図

り、先進事例を全国展開する。 

生活保護制度、生活困窮者自立支援制度の見

直しについて検討する。 

 

社会保障に関する方針本文から 

３．主要分野ごとの改革の取組  

（１）社会保障  

① 基本的な考え方  

全ての団塊の世代が後期高齢者となる 2025

年度を見据え、データヘルスや予防等を通じて、

国民の生活の質（ＱＯＬ）を向上させるととも

に、世界に冠たる国民皆保険・皆年金を維持し、

これを次世代に引き渡すことを目指す。このた

め、「経済・財政再生計画」に掲げられた 44

の改革項目について、今年度や来年度以降の検

討・取組事項も含めて速やかに検討し、改革工

程表に沿って着実に改革を実行していく。  

2018 年度（平成 30 年度）は、診療報酬・介

護報酬等の同時改定及び各種計画の実施、国民

健康保険（国保）の財政運営の都道府県単位化

の施行、介護保険制度改正の施行など重要な施

策の節目の年であることから、改革の有機的な

連携を図るよう施策を実施していく。公平な負

担の観点を踏まえた効果的なインセンティブを

導入しつつ、「見える化」に基づく国による効

果的な支援等を行うことによって、都道府県の

総合的なガバナンスを強化し、医療費・介護費

の高齢化を上回る伸びを抑制しつつ、国民のニ

ーズに適合した効果的なサービスを効率的に提

供する。 

地方の基金はどうなる 

自治労も予算要求行動を開始 
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『自治日報』の記事にもあるように、政府・

財務省は各県市町村が積み立てている「基金」

に関心を示しています。単純に基金額が増えて

いるというだけで、地方財政計画に影響を与え

るようなことがあっては困ります。 

自治労も政府に対する来年度予算要求行動の

中で，トップランナー方式による委託推進など

に歯止めをかける要求をしています。

 

 

再度のお知らせ：自治研センター公開セミナー  ぜひご参加ください 

7月 15日（土）14時から  さいたま市浦和区 さいたま共済会館 

｢地域包括ケアシステムとは何か 

―取組むにあたっての市民、行政・職員や議員の役割」 

   講師： 信州大学  井上信宏教授 

 地域包括ケア、「言葉は知っているけど」その具体的な取り組みについてしっかりと理解

がされているでしょうか。埼玉県内では和光市、千葉県柏市などが取り組みの先進地だとい

われています。しかし、その先進地でさえ「先頭に立っている人の熱意に支えられている」

という指摘もあります。 

 介護保険制度と医療制度の連携というだけでなく、崩壊しつつあるコミュニティを再構築

する取り組みということもできるようです。 改めて、「地域包括ケア」の意義と、その取

り組みに向けての市民、行政・職員、議員の役割について考えていきたいと思います。 

 別紙申込書によりできるだけ事前にお申込み下さい 

「良い社会をつくる公共サービスを考える７・７埼玉集会」を開催 

 「民でできることは民で」等の掛け声の下、外部委託化、指定管理者制度の導入、合併による職

員定数削減などによって、正規自治体職員の数は２００５年の３０４万人から２０１６年の２７４

万人と３０万人減少しています。 

 その一方で、少子高齢化の進行や民間企業における非正規従業員の増大などを背景に相対的貧困

が増大、さらに経験しなかったような災害などの続発によって、自治体に求められる仕事量は増大

するばかりです。このため、正規職員の減少分には非正規職員（１６年総務省調査で６４万人）が

充てられています。保育職場や公立図書館では５割から６割、消費生活相談員などはほぼ全体が非

正規職員で担われているのが現状です。そして、その非正規職員の労働条件は民間のパート労働以

下であることが、経団連からも指摘されるほど劣悪だ。今年の本集会はここに焦点を当てる。 

日  時： ２０１７年７月７日（金）１８：３０から２時間 

会  場： 浦和コミュニティセンター（コムナーレ１０階多目的ホール） 

主  催： 埼玉県公務公共サービス労働組合協議会 

共  催： 連合埼玉・公財）埼玉県地方自治研究センター 

講  演： 「公共サービスって非正規労働者が支えているの？」 

      竹信三恵子和光大学教授（元朝日新聞記者）近著に「正社員消滅」（朝日新書） 

参加費： 無 料      ぜひ参加してください 


