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本年も埼玉県地方自治研究センターに対するご指導ご協力をよろしくお願いいたします。
日本の名だたる企業の不祥事が相次いでいます。
「タカタの欠陥エアバッグ」、
「日産自動車
と三菱自動車による燃費不正」、「東芝の粉飾決算」、「日産自動車の無資格検査やトヨタの欠
陥隠し」、「富士ゼロックスの販売子会社で起きた不適切な会計処理」、「神戸製鋼の検査デー
タ改ざん」、さらには「原発トラブル隠し、原発核ごみ説明会に金銭による動員参加」、「新
幹線台車亀裂の車両保守問題」など等。
世界中で稼働している自動車・新幹線・航空機などの産業の主たる部品にも影響し、その
社会的損失は計り知れない。
かつて、
「メイド・イン・ジャパン」は高品質と信頼性の代名詞でした。日本は長い間、誠
実さ、確実な品質、製品の信頼性において輝ける手本となっていました。
しかし、利潤の増加追求のみを目的にした経営は、品質管理や時には人命を軽視してまで
も行われてしまった。こうした経営陣の姿勢は、信頼を一挙に瓦解しかねない。これらのこ
とは氷山の一角とも言われている。
「利益追求の競争」に経営陣は必死になり、こうした不正につながったのではないか。社
員や下請け企業が、がギリギリまで追い込まれ、長時間労働による過労死が生まれている現
状や、労働基準法違反罪に問われた大手企業の姿勢とも無関係ではない。
政治の場においても、「南スーダンＰＫＯにおける自衛隊『日報』の隠ぺい」、「森友学
園への国有地が破格の安値での払い下げ」、
「加計学園獣医学部設置手続きでの安倍首相疑惑」、
「不正」「忖度」と言う言葉がこれほど多く使われたことは無い。
「共謀罪」に対しても国民の疑問点が払しょくされぬまま「成立」させられた法律と言え
る。憲法も時の政権に恣意的に解釈されてしまう。いま、民主主義が問われています。
このままでは、この社会が壊れていく、と感じるのは私だけであろうか。みんなが幸せに
暮らせる社会を共に考え行動する年にしたいと考えています。埼玉自治研センターはその一
翼を担って活動していきます。

-1-

２３５号

ＳＡＩＴＡＭＡ 自治研通信

２０１８年１月１９日

事前学習：2018 年度国の予算と地方財政
97 兆 7128 億円で市民生活はどうなる

げられ、前年当初予算よりも 660 億円多い 5 兆

政府は 17 年 12 月 22 日 2018 年度当初予算案

1911 億円と過去最高になっています。迎撃ミサ

を閣議決定しました。23 日新聞各紙朝刊はこの

イルやオスプレイ 4 機、最新鋭戦闘機 F35A6 機

予算について詳細を解説しています。

などの詳細は防衛省の当初予算要求資料で確認

防衛費は、安倍内閣になってから毎年引き上

朝日新聞は 1 面トップに「続く借金依存・97

できます。下の表「所管別内訳」「主要経費別

兆 7128 億円予算案決定―来年度社会保障・防衛

内訳」で大枠をつかみ、各省庁の予算要求内訳

費最大」の見出しで報じています。毎日新聞は

をホームページから確認してみましょう。

「少子化対策広がり欠く」で 1 面トップ。
下の表は、財務省のホームページに掲載され
ているものですが、新聞はこの表をもとにやや
見やすい表をそれぞれ掲げています。やはり歳
入では、国債による借金体質が変わらないこと。
社会保障費が増大していますが、その中で医
療費に係る医師報酬が引き上げられ、薬剤費は
引き下げられたこと。外来診療費の自己負担上
限額の引き上げ。介護報酬がほんの少し引き上
げられますが同時に自己負担が増えることなど
が取り上げられています。また、様々な保護基
準になる生活保護費の「生活扶助費」が 18 年
10 月分から 3 年にわたり引き下げられ、最終的
に年間 160 億円が削られることも報じられてい
ます。
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待機児童対策に 1152 億円・教員の負担軽減
補助員 3000 人、部活動指導員 4500 人
待機児童対策として、保育施設 11 万人分を
増やすのに伴って生じる運営費に、企業や団体
などから 993 億円の事業主拠出金を集め、地方
分と合わせて 1152 億円を充てる。放課後児童ク
ラブの待機児童対策では、受け入れ枠を 16 年 5
月時点の 109 万人から 18 年度末に 122 万人分に
増やす。これらは実際に事業にあたるのは自治
体となるので、各市町村の行政担当や議会の議
論と実効性が注視される必要がある。
また、働きすぎが指摘される教員については、
授業準備を手伝う「スクール・サポート・スタ
ッフ」3 千人の配置に 12 億円を充てるほか、中
学校に部活動指導員を広めるため、4500 人分の
予算として 5 億円を計上しているが、一人分人
件費を考えると本当に実効性があるのか疑問が
ある。給付型奨学金の予算は 105 億円となって
いる。

借金依存は変わらず

33 兆 6922 億円

国債の新たな発行は 6776 億円減り 33 兆 6922
億円だが、18 年度末の発行残高は 17 年度末よ
りも 19 兆円多い 883 兆円に上る。
税制の見直しは、所得税で年収 850 万円以上
の会社員や公務員が増税となる見直しやたばこ
税の引き上げで 2600 億円程度の増収を見込ん
でいる。
本来、現在の中間層の没落、格差拡大の状況
を見れば、株式取引などの分離課税の見直しや、
高額所得者への課税限度額引き上げなどの見直
しによって、格差解消や税による再分配を図る
べきであると思われる

地方財政計画は 0.3％増の 86.9 兆円
1.
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地方財政対策・地方財政計画については、
例年のとおり 2 月 12 日に公開セミナーで菅原敏

公開セミナー開催のお知らせ

夫氏に詳しく解説していただく予定にしていま

「2018 年度地方財政計画と自治体財政」

す。
ここでは概観だけを見ておくことにしておき

日時：2 月 12 日（月・休日）14 時から
会場：浦和・さいたま共済会館
講師：菅原敏夫さん （自治総研）
資料代：500 円（会員無料）

ます。
地方財政計画の規模は前年比 0.3％増の 86 兆
9 千億円。地方一般歳出が 71 兆 2700 億円で
0.9％増となっています。
一般財源総額も 0.1％増の 62 兆 1159 億円。

いつもお願いしていますが、資料準備の都
合上できるだけ、事前に申し込みください
申し込み FAX:048-836-1113・名前・住所

地方交付税は平成 25 年度から 6 年連続で減少
し、16 兆 85 億円となっています。これは政府
予算全体でも税収が過大に見積もられているこ
とも影響していると考えられます。

「第 24 回埼玉ホームヘルパー・介護職員セ
ミナー」開催のお知らせ

地方債は 9 兆 2186 億円が予定されており、
そのうち臨時財政対策債は圧縮したとはいえ 3
兆 9865 億円で、この臨時の措置いつになったら

日時：2 月 18 日（日）14 時から 16 時
会場：さいたま共済会館
主催：自治労埼玉県本部
参加費：1000 円
申し込み：別紙案内チラシを使い FAX でお
申し込みください

解消されるかわかりません。

歳出特別枠廃止・公共施設等の適正管理
の推進等に上乗せ
前年度まであった危機モード歳出特別枠
（1950 億円）を平時モードの戻すということで
廃止し、この分を公共施設適正管理や維持補修、
社会保障関係地方単独事業に付け替え、結果と

今回は「介護報酬改定の解説とポイント」
について解説します。
現場で働く関係者がたくさん参加しますの
で当会会員の議員さんにも大変ためにな
るセミナーです。ぜひ参加を

して前年度額を確保している。
公共施設等の適正管理推進の増 １３００億円
公共施設の維持補修

２５０億円

社会保障関係地方単独事業費

４００億円
計 １９５０億円

まち・ひと・しごと創生事業費１兆円
今年度会費の納入についてお願い

２０１５年度に創設された「まち・ひと・し
ごと創生事業費」は、地方公共団体が自主性・

この通信に「振替用紙」が同封されてい
る方は今年度会費、場合によっては過年度

主体性を最大限発揮し地方創生に取り組み、地
域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする

会費が納入されておりません。当会は寄付
金と賛助会員の皆様の会費収入で活動して
おります。賛助会費も収入の大きな部分を
占めておりますので、3 月末までには当該年
度会費を納入くださるようお願いします。
なお、1 月 10 現在で確認していますので行
き違いはご容赦ください

観点から今年度も１兆円を計上している。然し
この事業本当に地域の活性化に資するものにな
っているか、それぞれの自治体で数年実施して
いる事業をしっかりと検証する必要があると思
われる。

こ のほか長寿命化事業などについて交付税
措置が若干改善される見込みとなっている。
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