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平成から令和へ地方自治はどう変わってきたのか 

過去の政策を検証しないまま、新しい名前で出てくる
年 内閣 社会・自治の出来事 

1989 竹下 ふるさと創生事業 

全市区町村 1 億円配布 

1990 海部 首都機能移転論浮上 

1991 海部 リゾート開発社会問題化 

1992 宮沢 ハウステンボス開業 

1993 細川 細川政権樹立  

1994 村山 平成の米騒動、村山内閣成立、「地方分

権大綱」閣議決定 

1995 村山 青島東京都知事、横山ノック大阪府知

事誕生 沖縄県少女暴行事件・反基地

闘争、阪神大震災、オウム真理教事件 

1996 橋本 8 月新潟県旧巻町の住民投票で原発反

対派が過半数 

10 月初の小選挙区制衆議院議員選挙 

1997 橋本 諫早干拓事業で水門閉鎖、アイヌ新法

公布、北海道拓殖銀行破綻 

1998 橋本 改革派知事活躍、長野オリンピック開

催、参議院議員選挙自民大敗 

1999 小渕 石原都政誕生、地域振興券発行開始、政

府が市町村の合併を推進 

2000 小 渕

森 

4 月 地方分権一括法施行 

長野県知事に田中康夫「脱ダム宣言」 

2001 森 

小泉 

1 月中央省庁再編（1 府 12 省庁へ）、北

海道開発庁廃止 4 月小泉内閣成立 

2002 小泉 三位一体改革（聖域なき改革）始まる 

2003 小泉 8 月住基ネット本格稼働 

日経平均株価バブル後最低に 4 月 

2004 小泉 新潟中越地震 

2005 小泉 平成の大合併進む、人口が初の自然減

に、普天間の辺野古移設日米合意 

2006 小泉 道州制導入提言、夕張市財政破綻 

2007 安倍 長崎市長射殺事件、東国原宮崎県知事 

2008 福田 橋本大阪府知事、9 月リーマンショック 

ふるさと納税制度導入 

2009 麻生 

鳩山 

9 月 民主党に政権交代「コンクリート

から人へ」 

2010 鳩 山

管 

大阪都構想（維新）、普天間問題で鳩山

内閣総辞職 

2011 管 3 月 東日本大震災・東京電力福島第 1

原発事故 全村避難 計画停電  

2012 野田 

安倍 

税と社会保障の一体改革 

第 2 次安倍政権成立 14 年から地方創

生製作開始 

2013 安倍 東京オリンピック・パラリンピック開

催決定（2020）国土強靭化基本法成立 

2014 安倍 政務活動費の流用疑惑各地で 

5 月 消滅可能都市公表 リニア着工 

2015 安倍 ふるさと納税ブーム、同性婚「パートナ

ーシップ証明書」発行拡大（渋谷区等） 

大阪都構想住民投票で否定 

10 月マイナンバーの通知配布始まる 

2016 安倍 1 月 マイナンバー制度始まる 

4 月熊本地震、北海道新幹線開業 

政務活動費流用で富山県議会補欠選挙 

2017 安倍 小池劇場都民ファーストの会と都議選 

2018 安倍 豪雨災害頻発（西日本豪雨、北海道な

ど） 北海道胆振東部地震 

2019 安倍 新天皇即位（元号令和に） 台風災害 

10 月 消費税 10％に引き上げ 
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2020 安倍 

 

菅 

新型コロナウィルス拡大、地方への臨

時交付金 3 兆円でも足らないの声 

9 月 安倍首相辞任表明で菅政権に 

安倍政権が 8 月 28 日の首相辞任表明で終わり

ました。憲法改正を悲願とする政権でしたがこれ

は成就しませんでした。平成になってからの３０

年のうち８年余が安倍政権でした。 

平成の始まりである 1998 年（平成元年）に竹

下登首相の一言でふるさと創生事業と銘打って、

全市区町村に 1 億円が配布されました。使途に定

めがないため金塊を展示したり温泉を掘る自治

体も出ました。30 年を経過して 2019 年 5 月に元

号は令和となりました。 

この３０年に何があったのか、特に地方自治を

巡って考えるために年表にしてみました。法律の

改正などは書き込めていませんし重要なことの

見落としもあるかもしれませんが、地方分権一括

法の成立、省庁の再編、骨太方針、市町村合併、

三位一体の改革、住基ネット稼働からマイナンバ

ーへ、ふるさと納税、夕張市の財政破綻と財政再

建団体など大きな項目だけもこれだけあげあら

れます。 

ふるさと創生以来、地方創生は様々な表現が使

われながらもずっと平成の課題でした。 

１９９４年村山内閣時代に地方分権大綱が閣

議決定され、２０００年の地方分権一括法の施行

で機関委任事務が廃止され一応国と地方の対等

な関係が築かれることになりました。財源の移譲

が進まなかったことは不十分でしたが基礎的な

考えは大きく前進したといえます。 

１９９９年以降は主に基礎自治体の財政確立

の観点から市町村合併が進められました。合併す

れば交付税の優遇が受けられるなどの誘導で、２

００５・６年までに合併が進み、全国の市町村数

は９９年の３２２９から、１０年に１７２７にな

りました。（いずれも４月時点） 

埼玉県内では２００１年に大宮・浦和・与野市

が合併さいたま市が誕生し０３年には全国１３

番目の政令指定都市となりました。０５年には岩

槻市を合併して、現在では人口１３２万２千人余

の大都市となっています。（埼玉自治研センター

では２００３年にこの合併を検証した『誰が合併

を決めたのか―さいたま市合併報告書（公人社）』

を発行しています。） 

県内全体では９０を超えていた市町村が現在

４０市、２２町、１村で計６３自治体に減少して

います。 

小泉政権の「三位一体改革」から安倍政権の

「まち・ひと・しごと創生事業」へ 

２００１年に成立した小泉政権の提唱した三

位一体改革は、聖域なき構造改革の一環として、

「地方に出来る事は地方に、民間に出来る事は民

間に」という小さな政府論を具現化する政策とし

て推進されたものです。国庫補助金改革・税源移

譲による地方分権と、地方交付税の削減による財

政再建をセットで行うこととした点にその特色

がありました。省庁の抵抗の中でも補助金は削減

され、税源移譲は所得税から住民税への移譲が３

兆円行われ地方交付税は抑制されました。（０６

年地方財政計画では地 方 交 付 税 15 兆 9,073

億円 ＜０５年 16 兆 8,979 億円＞） 

交付税の算定基礎に行革項目（０６年度） 

「行政改革インセンティブ算定」の創設・拡充  

  歳出効率化努力に応じた算定（Ｈ⑰約４００億円）  

  徴収率向上努力に応じた算定（Ｈ⑰約１００億円）  

 企業誘致等による税収確保努力インセンティブの強  

化  道府県分の留保財源率を２０→２５％  

アウトソーシングによる効率化を算定に反映  

  ゴミ収集、学校給食等について、アウトソーシン 

グによる効率化を前提とした算定（約△２，００  

０億円）  

 以上のように地方自治体が行政改革（改悪）す

ることを強制する項目が入ってくる。 

 安倍首相が枕詞のように言っていた「悪夢の民

主党政権」はどうだったのか。2012 年野田政権の

地方財政計画は総額 81 兆 8 千億だが地方交付税

の総額 17兆 4,545 億円 （⑪17兆 3,734億円、＋  

811 億円、＋0.5%）となっており、地方財政だけ

を見れば小泉政権時代に抑制されてきたものを

回復増額させている。この年の予算では子供のた

めの手当て（1 万から１．５万円）額に２：地方

１で予算化されています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%9F%9F%E3%81%AA%E3%81%8D%E6%A7%8B%E9%80%A0%E6%94%B9%E9%9D%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%94%BF%E5%BA%9C
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安倍政権における国の財政                            単位 兆円 

 ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ 

総歳出 ９５．９ ９６．３ ９６．７ ９７．５ ９７．７ ９９．４ １００．９ 

国債費 ２３．３ ２３．５ ２３．６ ２３．５ ２３．３ ２３．５ ２３．４ 

その他 ２０．０ １９．９ １９．９ １９．９ １９．９ １９．９ １９．８ 

公共事業 ６．０   ６．０ ６．０  ６．０  ６．０ ６．１  ６．１ 

地方交付税 １６．１ １５．５ １５．３ １５．６ １５．５ １６．０ １５．８ 

社会保障 ３０．５ ３１．５ ３２．０ ３２．５ ３３．０ ３４．０ ３５．８ 

 ＊各年度地方財政計画資料などから船橋作成 ＊その他には文教・科学振興・防衛関係が含まれる 

 ＊その他の項目はほとんど動きがないが、ここに含まれる防衛関係は毎年増額されているので他項目が削減か 

 

安倍政権における地方財政対策                          単位 兆円 

 ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ 

地財計画規模 ８３．３７ ８５．２７ ８５．７７ ８６．６１ ８６．９０ ８９．２５ ９０．７４ 

地方一般歳出 ６７．７５ ６９．３２ ６９．９２ ７０．６３ ７１．２７ ７３．７７ ７５．８５ 

一般財源総額 ６０．３５ ６１．５４ ６１．６７ ６２．８０ ６２．１１ ６２．７０ ６３．４３ 

地方税 ３５．０ ３７．５ ３８．７ ３９．１ ３９．４ ４２，９ ４３．５ 

地方譲与税 ２．９  ２．８  ２．６ ２．７  ２．７  ０．４ ０．２ 

地方交付税 １６．８８ １６．７５ １６．７０ １６．３２ １６．００ １６．２ １６．５８ 

臨財政対策債 ５．５９ ４．５２  ３．７８  ４．０４  ３．９８  ３．２５ ３．１３ 

財源不足額 １０．５９  ７．８２  ５．６０ ６．９７ ６．１７  ４．４１ ４．５２ 

 ＊毎年の地方財政計画より船橋作成

 安倍政権になってからの地方財政関係につい

て表にしました。 

 各年度の対策の特徴を見ていくと 

【２０１４年度】 

 この年一番の特徴は、地方法人税の交付税原資

化と緊急防災・減災事業費、地域の元気創造事業

費です。 

地方法人税の交付税原資化 

・ 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差

の・ 地方法人税の全額を交付税特別会計に直接

繰り入れ、地方交付税原資化 ※ 上記の偏在是正

により生じる財源（不交付団体の減収分）を活用

して、地方財政計画に歳出 を計上（実際に偏在是

正効果が生ずる平成 27 年度以降に措置縮小を図

るため、法人住民税法人税 割の税率を引き下げ

るとともに、当該引下げ分に相当する、課税標準

を法人税額とす る地方法人税を創設  

緊急防災・減災事業費、地域の元気創造事業費 

地方公共団体が、防災・減災事業や地域経済の活

性化に対処できるよう、歳出の重 点化・効率化を

図りながら事業費を増額確保 

〇 緊急防災・減災事業費     5,000 億円  

〇 地域の元気創造事業費     3,500 億円 

【２０１５年度】 

まち・ひと・しごと創生事業費（仮称）の創設 

・  地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮

して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観点から、地方財政

計画の歳出に「まち・ひと・ しごと創生事業費（仮

称）」を創設 ・ 新規分の財源は、地方の努力によ

り捻出し、財政健全化と地方創生の両立に配慮 

・ 既存の歳出の振替え   0.5 兆円 （地域の元

気創造事業費（㉖0.35 兆円）の全額、歳出特別枠

（㉖1.2 兆円）の一部（0.15 兆円））  

・ 新規の財源確保   0.5 兆円  

＊その後、この項目は現在まで続いています。 

公共施設の老朽化対策の推進 

・ 公共施設等総合管理計画に基づき実施する公
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共施設の集約化・複合化、転用、除却のために必

要な経費として地方財政計画の投資的経費に「公

共施設等適化事業 費（仮称）」を計上 ・ 公共施

設等の維持補修費を増額 

〇 公共施設等適化事業費（仮称） 1,000 億円  

〇 維持補修費 1 兆 1,600 億円程度（＋1,200 億

円程度、㉖1 兆 357 億円） 

【２０１６年度】 

重点課題対応分（仮称）の創設 

地方の重点課題である高齢者支援や自治体情

報システム改革等に取り組むために 必要な経費

を地方財政計画の歳出に計上 

重点課題対応分（仮称）  2,500 億円（皆増） 

・自治体情報システム構造改革推進事業  

1,500 億円（皆増）  

・高齢者の生活支援等の地域のくらしを支え

る仕組みづくりの推進    500 億円（皆増）  

・森林吸収源対策等の推進 500 億円（皆増） 

【２０１７年度】 

公共施設等の適正管理の推進 

公共施設等の集約化・複合化、老朽化対策等を

推進し、その適正配置を図るため、 現行の「公共

施設等最適化事業費」について、長寿命化対策、

コンパクトシティの推進（立地適正化）及び熊本

地震の被害状況を踏まえた庁舎機能の確保（市町

村役場機 能緊急保全）を追加するなど内容を拡

充し、新たに「公共施設等適正管理推進事業費 

（仮称）」として計上 

【２０１８年度】は 公共施設等の適正管理の推

進など前年同様施策 

【２０１９年度】 

幼児教育の無償化に係る財源の確保 

10 月から実施する幼児教育の無償化に係る経

費について、２０年度は 消費税率引上げに伴う

地方の増収が僅かであることから、地方負担分を

措置する臨時 交付金を創設し、全額国費により

対応 

 ２０２０年度については、当初予算は参考にな

らないかもしれない。コロナウィルス対策で地方

特別交付金が３兆円補正が組まれました。地方か

らはコロナの終息は見られず、まだまだ足りない

という声が出ています。 

安倍政権の８年をどう評価するか 

このように各年度の特徴を見てくると、地方が

人口減少により疲弊していく状況に対し創世の

ための予算を十分とは言えないものの手当てし

ていることがわかります。 

子ども子育て支援などについては最終年度に

なったものの、幼児教育・保育の無償化にかじを

切りました。「保育園落ちた日本死ね」に象徴され

た保育所不足にも応えざるを得ませんでした。施

設は大幅に増加したが、いまだに待機児童は解消

されていません。首都圏への人口の集中が止まら

ないのが原因と言われています。量は増えたが園

庭のない保育園が増えるなど質の問題は深刻さ

を増していると言わざるを得ません。保育士の労

働条件も決して改善されていないので、課題はま

だまだ山済みしているといえます。 

安倍政権は１強といわれていましたが、その理

由は衆参選挙に勝利してきたことに他ならない。  

そして選挙には経済政策を掲げ、時には消費税

を引き上げを延期し、時には幼児教育無償化、高

等教育の無償化を掲げました。 

どちらも、国民が求めていたことを正面に掲げ

ています。安保法制や森友・加計学園問題、桜を

見る会問題では国民の声が届かない安倍政権と

言われていましたが、実は国民の声はある程度届

いていたのかもしれません。本来、「政治を動かす

のは国民の声である」という本質は貫かれていた

のかもしれません。 

東日本大震災と原発事故以降も毎年のように

大災害に見舞われてきた日本。自然災害は止めよ

うもありませんが、対策はできます。個人の家で

も公共施設でも耐震化を進めてきましたし、戦後

復興の中で急速に整備された道路や橋、その他の

公共施設の老朽化が深刻になれば、その対処にも

予算はつけられてきました。今年度は起債という

方法なので決して十分な対応とは言えないもの

の河川の浚渫に対しても予算化されています。 

このように個別政策を見ると安倍政権におけ

る地方財政対策の評価は、彼の憲法改悪への執念

などとは別の評価になるかもしれない。(船橋) 
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