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明けましておめでとうございます 本年もよろしくお願い致します 

財）埼玉県地方自治研究センター 

理事長 浪江 福治 

あけましておめでとうございます。2020年を迎えていかがお過ごしでしょうか。 

昨年は台風 19号をはじめ、災害により各地で多くの被害が起こりました。被災者・地域が、

一刻も早く通常の生活を取り戻せるように国を挙げての努力が求められていると思います。 

一方、国会での議論を見ると、うそ、ごまかし、隠ぺいで、民主主義の破壊がまかり通っ

ています。その先には、国民主権や民意を無視して「9 条改憲」を強引に進めようとする安

倍内閣の本質が見えています。 

2020年度の予算概算要求では、高齢化、年金制度維持、医療保険などは「自然増」として

見込まれるが、防衛費は過去最大で 1.2％増の 5兆 3222億円となっています。 

政治・財政は、すべての国民が生き生きと生活をするため、国家として何が出来るのか、

そのために掛かる費用を税金としてどのように集め、どのように支出するのか、というもの

です。財政はその裏付けと言えます。 

貧富の格差が拡大の一方にある中、税制度は所得の再分配の役割が一層求められています。

儲けをたらふく溜め込んでいる大企業の負担をもっと増やし、逆進性の強い消費税増税をす

る前に、改革すべき税制は沢山あると思います。 

支出も本当に国民に必要な支出なのか。アメリカから欠陥とも言われている兵器を爆買い

するのは、国民生活にしわ寄せすることにならないか。また、兵器ローン返済は、単年度の

みでなく複数年の防衛経費として重くのしかかることになります。 

 「アメリカ言いなりに安倍政権が導入を決めた弾道ミサイルを迎撃するイージス・アショ

ア 2基分 2352億円を土砂災害対策予算に回せば」、「購入予定のＦ35Ｂ戦闘機 6機分 846億

円で、3万人分の保育所を作れば」、「防衛予算より防災予算で災害を防ぎ早急な復興が出

来れば」等々、「税の集め方」「税金の使い方」を国民の生活第一に考えるべきです。 

 実際に国民・市民と向き合い仕事をするのは地方自治体です。そこに財政を回さなければ

「国民の望む、生活第一」の政策など出来るはずがありません。今日ほど住民に最も身近で

ある基礎自治体の役割強化が求められている時代はありません。 

平和と民主主義、地方自治確立のため、多くの皆様からのご意見をいただきながら、共に

研究活動を進めていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。 

【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 

【TEL】０４８‐８１６-８８６６        【FAX】０４８-８３６-１１１３ 

【ＨＰ】http://www.saitama-jichi.jp/            【E メール】info@saitama-jichi.jp 
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２０２０年度政府予算  事前学習 

 １０２兆６５８０億円を閣議決定 

政府は１９年１２月２０日に２０２０年度予

算案を閣議決定しました。２年連続で１００兆

円を超える過去最大の予算となっています。 

歳出は、社会保障費が全体の 34・9％を占め

た。一般会計総額の伸び（1・2％増）を上回る

大幅な増加になるのは、消費税率引き上げに伴

う増収分を「全世代型社会保障」の実現に振り

向けた。 住民税非課税世帯などを対象に来年 4

月スタートする高専・大学の授業料減免措置の

費用として、4882億円を盛り込んだ。昨年 10

月に始まった幼児教育・保育の無償化の費用が

通年で必要となり、1878億円増の 3410億円と

ほぼ倍増した。保育の受け皿拡大など待機児童

の解消にも 358億円を計上した。高齢化の進展

による医療・介護費の伸び（自然増）は、約 4100

億円となった。  

消費税増税による個人消費冷え込みや世界経

済の下振れに備えた景気下支え策として、前年

度に引き続き 1兆 7788億円を計上。本年 6月末

まで実施するキャッシュレス決済に伴うポイン

ト還元に 2703億円を充て、来年 9月に開始する

マイナンバーカードを利用したポイント還元に

も 2478億円を計上した。  

このほか、就職氷河期世代の支援や防災対策、

東京五輪に備えた警備対策などに予算を配分す

る。訪日外国人の増加を見込み、国内 3空港で

の搭乗手続き時の顔認証システム導入や首里城

の火災を受け文化財の防災対策も促進する。  

歳入は、消費税増税の効果が 1年を通じて表

れるため、19年度当初比 1兆 180億円増の 63

兆 5130億円と過去最大を見込む。ほかに特別会

計からの繰り入れや 18年度予算の剰余金を特

例的に活用して 6兆 5888億円を工面する。この

結果、国の新たな借金である新規国債発行額は、

19年度当初より 1043億円少ない 32兆 5562億

円となり、小幅ながら当初予算としては 10年連

続の減額となる。ただ、歳入の 3割超を借金に

頼る状況は変わらない。財政健全化の指標で、

政府が 25年度の黒字化を目指す基礎的財政収
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支は 9兆 2047億円の赤字で、19年度当初に比

べ赤字幅が 524億円広がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以上、毎日新聞１２月２１日朝刊参考） 

地方財政計画の規模は 90.7 兆円程度 

地方財政対策一般財源総額 63.4兆円 

交付団体ベース 61.8兆円 

交付税（出口）4 千億円増の 16.6兆円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方債 9 兆 2783 億円 臨財債やや減少 

・臨時財政対策債 3 兆 1,398 億円 

（前年度比 ▲1,171 億円、 ▲ 3.6 %） 

・臨時財政対策債以外 6 兆 1,385 億円 

（ 同 ▲ 329 億円、 ▲ 0.5 %） 

・ 通常債 5 兆 3,685 億円 

（ 同 ▲ 129 億円、 ▲ 0.2 %） 

・財源対策債 7,700 億円 

（ 同 ▲ 200 億円、 ▲ 2.5 %） 

 

地財計画の発表にあたって特徴的な項目が

列記されているのでその一部を紹介します。 

 

地域社会再生事業費（仮称）の創設 

偏在是正措置により生じる財源を活用して、

地方団体が地域社会の維持・再生に向けた幅広

い施策に自主的・主体的に取り組むため、「地域

社会再生事業費（仮称）」4,200 億円を計上 

 

まち・ひと・しごと創生事業費の確保 

平成 27 年度に創設された「まち・ひと・し

ごと創生事業費」について、第 2 期のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略が始まる２０ 年度にお

いても、引き続き 1 兆円を確保 

 

社会保障の充実及び人づくり革命等 

社会保障・税一体改革による社会保障の充実

分及び人づくり革命等に係る経費について所要

額を計上 

※下記金額は、国・地方所要額の合計 

・ 社会保障の充実分の事業費 2 兆 7,111 

 億円（①2 兆 1,930 億円） 

・ 社会保障４経費に係る公経済負担増分の事

業費 6,045 億円（① 4,728 億円） 

・ 人づくり革命に係る事業費 1 兆 5,857  

億円（① 4,839 億円） 

 

緊急浚渫推進事業費（仮称）の創設 

地方団体が単独事業として実施する河川等の

浚渫を推進するため、新たに「緊急浚渫推進事

業費（仮称）」を計上 
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・ 緊急浚渫推進事業費（仮称） 900 億円 

 各分野での個別計画に緊急的に実施する

必要がある箇所として位置付けた河川、ダム、

砂防及び治山に係る浚渫について、令和 2 年度

から 6 年度まで地方債の特例措置を講ずる（地

方財政法を改正） 

 

森林環境譲与税の増額 

災害防止・国土保全機能強化等の観点から、

森林整備を一層促進するため、地方公共団体金

融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交

付税特別会計における譲与税財源の借入れを行

わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与

額を前倒しで増額（森林環境税法等を改正） 

・ 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動

準備金の活用額 令和 2～6 年度までの 5 年間

で 2,300 億円 

・ 20年度の森林環境譲与税 400 億円（①200 

億円） 

・ 20 年度の特別会計借入金償還額 200 億円

※ 19年度の森林環境譲与税の財源として交

付税特別会計において借り入れた額の償還 

 

技術職員の充実による市町村支援・中長

期派遣体制の強化 

都道府県等が技術職員の増員を図り、技術職

員不足の市町村を支援するとともに、大規模災

害時の中長期派遣要員を確保する場合に、増員

された職員人件費に対して地方財政措置を講ず

る 

 

緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充

等 

指定避難所や災害拠点施設等の浸水対策や防

災インフラの整備の推進のため、緊急防災・減

災事業費及び緊急自然災害防止対策事業費の対

象事業を拡充 

 

会計年度任用職員制度の施行への対応 

会計年度任用職員制度が 20年度から施行さ

れることに伴う期末手当の支給等に係る経費に

ついて一般行政経費（単独）等に計上 

・ 一般行政経費（単独） 1,690 億円 

・ 公営企業繰出金 48 億円 

 

 以上、特徴的な部分を抜き書きした形で紹介

しましたが、これまで自治研のテーマとしても

何度も取り上げてきた会計年度任用職員につ

いて、充分な額とは思えませんが約束通り財政

措置されることがわかります。 

 河川の浚渫費は地方債の特例措置で期間 5年

間、元利償還に対する交付税措置率が 70％、 

２０年度が 900億円ということです。 

技術職員の県から市町村への派遣等につい

ては、中長期に派遣可能な職員数の人件費を普

通交付税で措置し、市町村には特別交付税措置

としています。 

森林環境譲与税については財源措置の変更

がありますが、交付額等は当初の予定通りのよ

うです。交付額の算定基礎に人口割が入ってい

るなど批判の対象となっています。 

緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充は、 

指定避難所や災害対策の拠点施設の浸水対策や、

洪水浸水想定区域等からの消防署の移転などが

追加されるもので、交付税充当率 70％の事業で

す。 

地方交付税は 4 千億円増額されていますが、

幼児教育・保育無償化に対応する必要経費が十

分に反映されているかなどの疑問が生じるとこ

ろです。 

いずれにしても、地方財政計画は地方公共団

体の財政の根幹をなすものです。内容をよく理

解しながら各団体の新年度予算に反映されるよ

う注視・監視が必要です。当センターの公開セ

ミナーでさらに詳しく解説します。 

「地方財政計画と自治体財政」公開セミナー 

日 時：２月９日（日）14 時から 

会 場：埼玉会館６D 会議室 

講 師：菅原敏夫地方自治総合研究所研究員 

資料代：５００円（会員無料） 

＊参加申込書は前月号に同封、当日参加可 

 


