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安心して生活ができる社会をめざして 

公益財団法人  埼玉県地方自治研究センター  

理事長  浪  江  福  治  

新年あけましておめでとうございます。  

コロナ感染は、変種による拡大も含めて、依然として地球規模で猛威を振る

っています。現時点での対応は、感染者を見つける（ PCR）検査、（隔離して

の）入院治療、新薬（ワクチン）の開発研究、コロナ感染に関係しての経済的

被害者に対する補償、が大事な課題です。この間の政府の対策を巡って、「アベ

マスク」の対応や、「 GOTO」や「助成金支給」での「金儲け」も取りざたされて

います。政府の対策を問いつつ、今後の対策・検討を強めることが必要と思い

ます。  

岸田首相は、「新しい資本主義」と発信しています。格差は依然として拡大

し、国民・働く人々が安心して生活が出来き、未来に展望が開けるような社会

にするためには何が必要か、社会の在り方を巡っての議論が必要です。  

昨年、閣議決定された 2022 年度予算は、 107 兆円を超える予算です。財源

は、税収との関係では約 3 割が国債（借金）です。次年度以降に、次代の人々

（若者）に対して大きな課題を残します。また、防衛費は過去最高の 5.4 兆円

で、補正と合わせると 6 兆円を超えることになります。「敵基地攻撃能力の保

有」政策と考え合わせると、戦争に繋がるような予算を増やしていると言わざ

るを得ません。財政は社会の在り方を表しています。  

国の有様は、国民が安心安全な中で、将来に展望を持てる社会にすることで

す。その為に、何にいくら必要（歳出）で、この必要費をどのように再分配も

含めて税としてどのように集めるか（歳入）ということです。歳出と歳入は、

国の有様と一体のものです。  

この間、全国の公立病院の病床が、 2017 年からの 4 年間で 5700 削減されま

した。さらに再編・統合は続けて行くことになっています。こうしたことが、

コロナ感染の対策に影響はなかったのか。こうしたことにこそ税は使われるべ

きです。防衛費のような、「壮大なムダ」に大事な税金を回すことではありませ

ん。  

地方自治体は、「国の政策」によって決まらざるを得ない面が多々あります

が、国に振り回されることなく、自治体として、地域住民を守るため、国に対

して意見・注文・要求を大いに出していくことが必要です。  

自治研センターも、「集まって研究する」ことが困難なことが続きましたが、

コロナ感染が収まることを期待し、活動をしっかりと行いたいと思います。皆

様のご協力をお願いいたします  

【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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２０２２年度政府予算案をみてみよう 

 

１０年連続で過去最大を更新  

政府は 2021 年 12 月 24 日、 2022 年度

政府予算案を閣議決定した。一般会計総

額は 107 兆 5,964 億円と 10 年連続して
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過去最大を更新、 2021 年度との当初比で

は約１兆円増となった。しかし、歳出に

おける増額の要因を主要な経費別にみる

と、公債残高の増加にともなう債務償還

費等の増額が約 5,800 億円、高齢化に伴

う増額分に相当する社会保障経費の伸び

が約 4,400 億円と、その大半を占め、ほ

ぼ硬直化した予算内容にあると言える。

その他の増額要因は防衛費の約 540 億円

増と、これも過去最高を更新しているこ

とには強い違和感を覚える。新規の国債

発行額は 36.9 兆円と、 2021 年度にくら

べ 7 兆円近く削ってはいるものの、歳入

のほぼ３分の１を借金に頼る構造には変

わりなく、普通国債残高も 1,000 兆円を

超える見込みとなった。この過去最大の

予算案が日本を「成長と分配の好循環」

に導くのか甚だ疑問である。  

 

21 年度補正予算を含めた 16 か月予算  

政府は 2022 年度予算を 2021 年度の補

正予算を含めた 16 か月予算として編成

している。先立つ補正予算は、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止対策約 18.6

兆円を中心に、総額約 36 兆円という、

これも過去最大の補正が組まれている。

「新型コロナウイルス感染症対策対応地

方創生臨時交付金」等では、各地方団体

の要望にも応える形で 6 兆円を超す予算

が配分されるなど、地方にとっての使い

やすさにも一定の配慮はされている。し

かし、全体として直前に行われた衆議院

選挙での公約や次期参議院選挙への影響

を意図してか、規模優先といった感がぬ

ぐえない。子育て世帯への臨時特別給付

金についても、補正予算と 2021 年度予

備費が充てられるが、その「潤沢」な財

源に起因してか、政策意義や支給方法の

検討が不十分であり、自治体にも大きな

混乱を招いている。 2022 年度予算におい

ても前年同額の 5 兆円をコロナ関連の予

備費としているが、予備費はそもそも緊

急事態への対応という性格を帯びている

ため、使途に関する国会での監視が事後

にしか及ばない。その結果、検討が不十

分なまま政府の恣意的な運用がなされな

いか、予算の執行にあたっては国民的な

監視が必要となる。  

 

前年度同水準の地方財政対策  

2022 年度地方財政対策では、一般財源

総額が約 62 兆円（前年比 203 億円

増）、水準超経費を含めた総額では約

63.8 兆円（前年比 7,203 億円増）と前年

度の水準が確保されている。地方交付税

についても、予想に反して好調となった

国の税収実績も反映し、約 18.1 兆円程

度と三位一体改革以降では最高の水準と

なっている。折半対象となる財源不足額

も今年度は解消し、臨時財政対策債も

1.8 兆円程度と昨年より 3.7 兆円程度抑

制された。これらの措置は地方の期待に

一定応える内容と言える。とはいえ、

2021 年度における国税収入の補正によ

り、地方交付税法定率分が 4.3 兆円増額

された際、その多くが臨時財政対策債や

あるいは交付税特別会計借入金の償還に

充てられたことは、慢性的な地方財源不

足があることの表れであり、実際に地方

の借入金残高は 2022 年度末で約 188 兆

円の見込みである。活力ある地域社会の

構築にむけて、国が積極的に地方の財源

を確保するよう、地方交付税の法定率を

引き上げるなど、より抜本的な対策を講

ずるべきである。  

①会計年度任用職員制度  

2020 年度および 2021 年度地方財政計

画までは導入にともなう財源措置が一般

行政経費として計上されていたが、 2022

年度からはすでに内包された形となり、

特段の記載がない。しかし、職場の実態

からすると、定期昇給制度の導入や給

料・報酬の基本額改善まで織り込まれた

予算配分だったとは言い難く、所要額の

継続的な調査も含め、引き続き格差是正

にむけた措置が必要となる。  

②保健所の人員体制強化  

感染症対応業務に従事する保健師をコ

ロナ禍前の 1.5 倍（ 2020 年度 1,800 人を

2022 年度 2,700 人に増員）とする措置が

今年度もとられている。引き続き、これ

については前向きに捉えるが、 1996 年に

は 800 所を超えた全国の保健所数が現在

は 500 所を下回り低位平準化しており、
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一部の業務における保健師数を回復する

だけでは、保健行政全体における人員体

制として十分とは言い難い。 2023 年度以

降の保健所機能の強化も視野に、関係省

庁においてより積極的な対応を求めた

い。  

③看護、介護、保育、幼児教育など現場

で働く方々の収入の引上げ等  

2021 年度補正予算においては、収入の

３％程度の引き上げにむけた予算が計上

されている。このこと自体は歓迎される

べきものだが、看護師については、コロ

ナ医療などに一定の役割を果たした医療

機関であることなどの限定措置が講じら

れている。また看護も含め、介護、保

育、幼児教育などについて、該当の職種

のみでなく、同じ職場に働く労働者であ

れば処遇改善の対象とすることが可能と

なっているが、広く分配した場合は財源

の制約により賃上げ効果が低下すること

となる。真に処遇改善をめざすならば、

関係するすべての労働者の処遇改善が果

たされるよう、必要充分かつ恒久的な財

源を確保すべきである。  

④まち・ひと・しごと創生事業費  

2022 年度も 1 兆円が確保されている。

これについては 2015 年度以降、一般行

政経費における補助事業・単独事業と別

枠で計上されている。この予算の確保自

体は評価できるが、まち・ひと・しごと

創生総合戦略第 2 期の計画期間が 2024

年度までであるため、財源としての予見

性には不安が残る。現在の地方一般財源

総額が自治体にとっての標準的規模だと

すれば、まち・ひと・しごと創生事業

費、また地域社会再生事業費（ 4,200 億

円）は計画期間等にかかわらず、相当額

を恒常的に確保すべきである。とくに、

まち・ひと・しごと創生事業費について

は、一部において行革努力分による算定

指標を採用しており、そのような政策誘

導は厳に避けるべきである。  

⑤地域社会のデジタル化推進  

地域社会のデジタル化推進にむけては

2021 年度と同様の 2,000 億円が確保され

た。デジタル技術による地域活性化をめ

ざすとした、デジタル田園都市国家構想

がすでに補正予算において位置付けされ

ていることと並行し、デジタル人材の確

保、高齢者対策、観光振興や雇用創出な

ど、地域のニーズに応じて着実に執行さ

れるか、今後の動向にも注視する必要が

ある。公共施設等の適正管理についても

同様、社会基盤施設の長寿命化について

ダムや空港施設が追加、また脱炭素化事

業も追加となり、その事業費は 5,800 億

円と前年比で 1,000 億円増加している

が、自治体における十分な活用が課題と

なる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治労 2022 年度「地方財政セ

ミナー」サテライト会場中止 
１２月号でお知らせしましたが、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から YouTube 配信されることになり

ましたので、自治労埼玉県本部サテラ

イト会場については、中止します、  

 

日時  2022 年 2 月 3 日（木） 13:00～  

 

YouTube での参加  

 https:/ /youtu.be/O_1RJik7Jw4  

※発言の機会がありませんのでご了承

ください。  

 

埼玉自治研公開セミナー 

中止のお知らせ 

「2022 年度地方財政計画と

自治体財政  

―２０２２年度自治体予算を市民の手に―」 

は、新型コロナウイルス感染拡大が続い

ていることから、中止とします。  

 なお、３月発行予定の機関誌「埼玉自

治研」に掲載する予定です。  

 会員の皆様のご理解をお願いいたし

ます  


