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平成28年７月  

地方分権の推進に関する提言 

兵庫県地方分権推進自治体代表者会議 

兵庫県知事 井戸  敏三 

兵庫県議会議長 藤田 孝夫 

兵庫県市長会会長 蓬萊 務 

兵庫県市議会議長会会長 深山 昌明 

兵庫県町村会会長 戸田 善規 

兵庫県町議会議長会会長 難波 靖通 

           

我が国では、少子高齢化や人口減少、東京一極集中等、構造的な課題に直面している。この

ような中でも、活力を保ち、将来への希望を持てる社会を実現するためには、それぞれの地域

が持つ強みを最大限に生かし、主体的に地域づくりに取り組んでいかねばならない。 

そのためには、行政システムを中央集権型から、地方のことは地方自らの判断と権限、財源

で取り組める地方分権型に転換することが必要である。 

我々兵庫県内の地方六団体は、地方分権を一層推進し、地域から日本の元気をつくるため、

以下の項目について提言する。 

 

Ⅰ 地域創生の実現に向けた総合的推進 
１ 未来への投資の加速につながる経済対策の実施 
２ 東京一極集中の是正に向けた積極的な取組の推進 
３ 人と企業等の地方分散の促進 
４ 特区制度の活用による規制緩和の推進 
５ 安心して暮らせる地域社会づくり 
６ 地方創生を推進するための支援制度の充実 
７ 地方創生を支える交通インフラの整備 

Ⅱ 地方税財政の充実・強化 
１ 常態化している地方の財源不足への対応 
２ 地方一般財源・地方単独事業費の充実・確保 
３ 社会基盤整備に必要な財源の確保等 
４ 地方交付税の機能の充実 
５ 地方税制改正に向けた取組 

Ⅲ 地方分権改革の着実な推進 
１ 成熟社会にふさわしい自立分権型行政システムの構築 
２ 地方分権改革に対する地方意見への真摯な対応 
３ 国と地方の協議の場の機能強化 
４ 首都機能バックアップ構造の構築 
５ 選挙期日と議員等の任期の「ずれ」を解消する特例法の制定 
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Ⅰ 地域創生の実現に向けた総合的推進 

１ 未来への投資の加速につながる経済対策の実施 
十分な補正予算規模の確保 （１）

・ 不透明な世界経済の中にあってもデフレ経済を払拭するため、現在、検討されている

国の経済対策については、未来への投資の加速となるとともに、平成31年10月に再延期

された消費税・地方消費税の税率を引上げられる環境となるよう、少なくとも真水で10

兆円を超える規模を確保し、速やかに実施すること。 

地方の課題に対する重点的な予算配分 （２）

・ 補正予算については、景気回復や地方創生等に国と地方が一体となって取り組むこと

ができるよう、子ども・子育て支援、福祉・介護体制の確保、社会資本インフラの整備、

防災・減災対策、観光産業や農林水産業の振興など地方の喫緊の課題に対して重点的に

配分すること。 

・ 経済対策の実施に伴う地方負担については、実質的な負担が生じないよう財政措置を

講じること。 

 

２ 東京一極集中の是正に向けた積極的な取組の推進 

 ・ 国においては、まち・ひと・しごと創生長期ビジョン及び総合戦略を基本に、地域活性

化・地域住民生活等緊急支援（地方創生先行型）交付金、地方創生加速化交付金等の交付

金、地方創生人材支援制度、政府機関の地方移転、本社機能の地方移転を促す税制措置、

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）等様々な取組を推進している。 

しかしながら、先日発表された住民基本台帳による人口を見ると、東京圏への人口集中

は止まるどころか、増加の傾向にある。 

もとより地方では取組を強化していくが、国として、こうした状況を踏まえ、さらなる

効果的な対策を進めること。 

 【東京圏への人口の社会増】 

区分 平成26年 平成27年 増減 

東京圏 107,716人 124,864人 17,148人 

うち東京都 72,663人 84,714人 12,051人 

※東京圏は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の合計（出典 総務省） 

３ 人と企業等の地方分散の促進 
地方に人や資本を還流させる抜本的な対策の構築 （１）

・ 東京一極集中は日本の活力低下をもたらすとの認識のもと、東京圏への人口流入を抑

制し、地方に人や資本を還流させる大胆な政策を国自らの責務として立案し、実行する

こと。 

  ア 東京圏における企業等の立地抑制 

・ 東京圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律のように、企業や大学の東京

圏への新たな立地を抑制する仕組みを検討すること。 
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イ 東京圏における大学の定員の見直し等 

・ 大学入学を機に多くの若者が地方から東京圏に流出していることから、東京圏の大学

の定員超過抑制及び定員制限等を検討すること。 

・ 中央教育審議会において答申された専門職業大学（仮称）については、地域産業を担

う人材を地元で育成し若者の定着が促進されるよう、地元企業に就職した場合に返還不

要となる奨学金の創設や地元企業へのインターンシップの支援等の修学支援措置及び、

東京圏の大学との連携により地方において教員の確保を図れるような対策等を検討する

こと。 

人と企業の地方移転を促進する税制の創設 （２）

ア 地域別の法人税率の設定 

・ 東京から地方への人口移動を更に促進するため、地方拠点強化税制に加えて、法人税に

ついて東京圏、その他の都市圏、多自然地域で異なる税率を適用する地域別税率制度を導

入すること。 

 

 

 

 

 

【法人県(都)民税・事業税の税率比較（超過税率含む）】 

区 分 兵庫県 東京都 

法人県(都)民税 4.0％ 4.2％ 

法人事業税 標準税率の1.05倍 標準税率の1.05倍 

イ UIJターンを促す個人住民税の地域別課税制度の導入 

・ 都市から農村への人の移動を促すため、個人住民税の税率や課税方式について、全国

一律ではなく、大都市ほど負担を重く、農村部ほど軽くする地域別課税制度の導入を検

討すること。 

 

 

 

 

 

ウ 地方税の減額課税等を実施した場合の減収補填措置の創設 

・ 人と企業の地方への移転を促進するため地方公共団体が独自に住民税や事業税等の税

率を引下げた場合には、その減収相当分について、財政力に応じ補填を行う仕組みを導

入すること。 

政府関係機関の移転に向けた積極的な実行 （３）

・ 政府関係機関移転基本方針（H28.3.22 まち・ひと・しごと創生本部決定）で決定し

た地方移転を着実に実施すること。 

東京都（56.0％） 大阪府（10.2％） 兵庫県（2.8％） その他（31.0％）

【大企業本社の所在地シェア（2014年）】 

 （資本金50億円以上） 

 

 

 

【個人住民税の均等割見直し（H16）】 

人口に応じて税額が3段階あった市町村民税 

の均等割の額が、人口50万人以上の市だけに 

適用されてきた3,000円に一本化された。 

H16改正

人口50万以上の市 3,000円

人口5万以上50万未満の市 2,500円

その他の市及び町村 2,000円

H15まで

3,000円
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・ 基本方針において明記された政府主体による各省庁の地方移転に関する社会実験につ

いては、オフィス環境、住環境、交通インフラ等、移転環境が充実している兵庫県で速

やかに実施すること。 

・ 独立行政法人の移転を促進するため、移転機関を対象とする研究費の加算や研究員の

増員等の特例措置を講じること。 

４ 特区制度の活用による規制緩和の推進  
・ 地域創生の推進に当たり、産業の国際競争力の強化や地域の実情に応じた地域活性化に

一層取り組めるよう、特区制度の枠組みを活用し、大胆な規制緩和を行うこと。 

 

 

 

 

 
 
 

５ 安心して暮らせる地域社会づくり 
子ども子育て環境や介護体制の充実・確保 （１）

ア 医療費の自己負担に対する国費助成制度の創設 

・ 全都道府県が独自に実施している障害者(児)、乳幼児、ひとり親家庭、高齢者等の医

療費の自己負担に対する助成制度については、医療に関わるセーフティネットとして必

要不可欠となっていることから、国において早期制度化すること。 

・ 医療費の自己負担に対する助成制度が医療費増大の一因と捉え、実施している国民健

康保険の国庫負担金の減額調整措置を廃止するとともに、地方交付税措置を含めた十分

な財政措置を実施すること。 

イ 保育士や介護職員の処遇の改善 

・ 保育士や介護職員の確保は喫緊の課題であることから、他産業との給与水準の格差縮

小等、保育士や介護職員の更なる処遇改善に取り組むこと。 

ウ 介護体制の一層の整備推進 

・ 地域における24時間見守り体制の確立に向け、定期巡回・随時対応サービス（介護分 

・看護分）への事業者の参入を促進するため、以下の措置を講じること。 

－事業者の参入が促進される水準への報酬の引上げ 

－看護分に係る単独の訪問看護サービスとの報酬単価差の解消あるいは縮小 

－特養等による定期巡回・随時対応サービス実施を促進する仕組みの構築 

－集合住宅への減算措置の緩和 

【兵庫県関係：理化学研究所「科学技術ハブ推進本部関西拠点（仮称）」の神戸への設置】 

 ・理研の関西地区各研究センター等と兵庫県・神戸市、大学や企業との連携を推進する関

西の拠点を設置 

・現在取組を進めている健康情報の蓄積による健康長寿羅針盤の提供に続く、新たな分野

での産学官連携プロジェクトの創出を支援 

【兵庫県が国家戦略特区で提案している主な項目】 

・技能実習制度によりホテル・旅館で就労する外国人の実習期間の延長 

・ホテル・旅館の業務等に従事する外国人への２回目のワーキング・ホリデー査証の発給 

・地方自治体による国立公園内の行為の許可基準に係る特例の設定 

・医療機関が実施する先進医療に係る検体検査の一部工程の外部委託容認 

・工場拡張に係る農振除外要件の緩和                 等15件 
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・ 高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐという介護保険の理念に沿って、次期介

護保険制度改正においても、福祉用具貸与及び住宅改修については軽度者も保険給付の

対象とすること。 

社会保障・税番号制度の整備促進 （２）

ア 社会保障・税番号制度のシステム整備に係る経費の国負担による推進 

・ 番号制度は国家的な社会基盤であることから、連携テストをはじめ、システム整備に

必要な経費は国が全額負担すること。 

イ 情報連携可能な独自利用事務の拡充等 

・ マイナンバーの地方公共団体の独自利用については、制度導入の趣旨を踏まえ、情報

連携の対象となる事務を幅広く認めること。また、主務省令の規定が追加された際には、

情報連携が可能な独自利用事務の拡充について速やかに検討すること。 

・ 医療費の自己負担に対する助成制度の事務について、マイナンバーの独自利用に向け

て条例を制定するなどの準備を進めている。しかしながら、国の個人情報保護委員会が

示す独自利用事務に関する情報連携の内容では、資格審査が十分できないことから、拡

充を検討すること。 

教職員加配定数の改善 （３）

・ 加配定数については、教師が児童生徒一人一人の状況に応じた的確な指導が行えるよ

う、児童生徒数や学級規模だけでなく、いじめ・不登校、教育格差に関する支援等の特

別な事情を適切に反映させ、より一層の充実を図ること。 

・ いじめ問題など個別事情に応じて政策的に措置すべき加配定数については、基礎定数

化は行わないこと。 

６ 地方創生を推進するための支援制度の充実 
まち・ひと・しごと創生事業の充実 （１）

ア 総額及び財源の確保 

・ まち・ひと・しごと創生事業費は、地方版総合戦略に基づき、地域の実情に応じた取

組を継続的かつ主体的に進めていくために、当面５年間は事業費である１兆円を超える

規模を確保すること。 

また、その財源については、既存歳出の振替や法人課税の偏在是正効果等地方の努力

で生み出した財源ではなく、新たな財源を恒久的に確保すること。 

【H28まち・ひと・しごと創生事業費の内訳】     （単位：兆円）  

項 目  

地域の元気創造事業費 0.35 

地域経済基盤強化・雇用等対策費の一部 0.15 

法人住民税法人税割の交付税原資化に伴う偏在是正効果 0.2 

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 0.2 

過去の投資抑制による公債費減に伴い生じる一般財源の活用 0.1 

合  計 1.0 
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イ 地方の長期的な取組を支える算定方法への見直し 

・ 人口減少等地方が抱える構造的な課題を解決するためには、長期的な取組が必要であ

る。まち・ひと・しごと創生事業費の地方交付税の算定は、短期的な行革努力等に基づ

く算定となっているが、行革努力については、団体ごとにその進捗が異なり、短期的な

成果により一律に判断することは適切でないことから、地方創生関連の追加需要等に基

づく算定を行い、人口が集中している東京圏以外の地方に重点的に配分すること。 

地方創生推進交付金の充実 （２）

ア 総額の確保 

・ 地域創生の本格的な展開に当たり、平成28年度当初予算に計上されている地方創生推 

進交付金1,000億円は極めて少額である。このため、補正予算での対応も含め、単年度

で1兆円を超える額を確保すること。 

・ 今回交付率が1/2となったが、交付率を従来の水準に戻すか、実質的に地方負担が生

じないよう財政措置を講じること。 

イ 運用の弾力化 

・ 地方版総合戦略に基づく事業が着実に実施できる自由度の高い交付金とするため、地

方公共団体単独で実施する事業についても先駆タイプとして認めるよう要件を緩和する

など、対象分野や対象経費の制約を極力排除すること。 

・ 事前着手は原則認められないとされているが、国全体で早期着手を求められているこ

と、年度当初から準備が必要な事業もあることから、幅広く事前着手を認めること。 

・ 複数年度にわたる事業に対応できるよう、基金造成を可能とすること。 

・ 交付金を活用するために、求められる改正地域再生法に基づく地域再生計画について

は、各地方公共団体が策定した地方版総合戦略により代えることを可能とすること。 

総合的に支援する地方債の創設 （３）

ア 戦略的な取組を支援する地方債の創設 

・ 地方創生の実現に向けた快適なまちづくり等を戦略的に推進するため、客観的かつ公

平な基準等に基づく地方交付税措置のある特別な地方債を創設すること。 

イ スポーツ・文化の振興を支援する地方債の創設 

・ ラグビーワールドカップ2019、関西ワールドマスターズゲームズ2021に関連して全国

各地で行われるスポーツ振興の取組や東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に

関連して行われる文化プログラム等は、地方創生の一層の推進に資する。地方交付税措

置のある地方債が認められた東京オリンピック・パラリンピック競技大会への支援と同

様に、各地域で拠点となる公立スポーツ・文化施設の機能向上等を図るための地方交付

税措置のある特別な地方債を創設すること。 

７ 地方創生を支える交通インフラの整備 

・ 関西圏の環状道路をはじめ交通インフラの整備は、平成32年までに概成する東京圏と比

べて大きく遅れており、多くの未事業区間が存在する。東京一極集中の是正、国際競争力

の強化、リダンダンシー（多重性）確保の観点からも地方のインフラ整備を進めること。 
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【兵庫県が早期整備を要望している基幹道路ネットワーク】 

 

 

 

・関西都市圏及び日本海国土軸、太平洋新国土軸の高速道路整備網 

・リニア中央新幹線の東京-大阪間の全線同時開業 

・北陸新幹線の大阪までのフル規格での早期整備 
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Ⅱ 地方税財政の充実・強化 

１ 常態化している地方の財源不足への対応 

・ 最近、財政制度等審議会において、折半対象財源不足の解消でもって、地方に余裕財源

が生じるような意見がある。平成28年度の通常収支分の地方財源不足額が、前年度から縮

小したとはいえ、依然5.6兆円に上っており、地方財政の財源不足が続いている。 

常態化している財源不足を解消し、臨時財政対策債に頼らない財政運営を可能にするた

め、地方税体系の抜本的な見直しと併せ、法定率の引上げ等による地方交付税の充実を図

ること。 

   なお、折半対象財源不足額が縮減している要因は、社会保障関係費の自然増分を地方単

独事業の歳出抑制で対応させられているからである。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成28年度地方の財源不足額の内訳】 

区 分 金 額 

財源対策債の発行 7,900億円 

一般会計加算 5,536億円 

地方公共団体金融機構の金利変動準備金の活用 2,000億円 

臨時財政対策債（既往債[H13～]の元利償還金分等） 3兆5,133億円 

小 計 5兆0,569億円 

折半対象財源不足額 5,494億円 

合 計 5兆6,063億円 

【社会保障関係費と地方単独事業費の推移】                               （単位：兆円） 

区分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 
H28-
H19 

社会保障関係費 17.0 17.2 17.8 19.9 21.3 21.4 21.9 22.6 23.7 23.8 6.8 

地方単独事業費 16.3 15.9 15.7 14.5 13.1 12.8 12.7 12.9 13.0 13.1 △3.2 
 一般行政経費 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 0 

投資単独経費 8.6 8.3 8.1 6.9 5.4 5.2 5.0 5.2 5.3 5.4 △3.2 
                                   （出典：総務省） 
 

【地方財政収支の財源不足額の推移】 

(出典：総務省) 
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２ 地方一般財源・地方単独事業費の充実・確保 
地方財政需要の地方財政計画への的確な反映 （１）

・ 骨太の方針では、地方の財政運営に関して、「平成30年度までにおいて、地方一般財

源総額が平成27年度の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされた。 

    しかしながら、今後とも増加する社会保障関係費はもとより、地域の経済雇用対策、     

   防災・減災対策の推進等の課題に対応する必要があることから、地方財政計画に、次の      

   ような地方の需要を的確に反映させ必要な地方財政規模、地方一般財源総額を確保する

こと。 

ア 地方単独事業費 

・ 一般行政経費の地方単独分は、この10年間、伸びていない。経済雇用対策、子育て支

援や高齢者対策等の社会保障単独事業費の充実、シカやイノシシ、クマ等の野生鳥獣被

害対策、再生可能エネルギーの導入支援、自然環境の再生等、地域密着型の施策を推進

できるよう、必要な地方単独事業費を措置すること。 

【地方の一般行政経費】                                         （単位：兆円） 

区分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 
H28-
H19 

一般行政経費 25.2 25.3 26.1 28.2 29.6 29.7 30.4 31.4 32.5 33.0 7.8 

 

うち補助分 11.2 11.5 12.3 14.4 15.7 15.9 16.4 17.4 18.5 19.0 7.8 

 うち社会保障関係費 10.7 11.0 11.6 13.7 15.1 15.2 15.6 16.3 17.4 17.5 6.8 

うち社会保障関係費以外 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.1 1.1 1.5 1.0 

うち地方単独分 14.0 13.8 13.8 13.8 13.9 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 

 うち社会保障関係費※ 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 0.0 

 うち社会保障関係費以外 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0 

（参考）投資的経費 15.2 14.8 14.1 11.9 11.3 10.9 10.7 11.0 11.0 11.2 △4.0 

 うち地方単独分 8.6 8.3 8.1 6.9 5.4 5.2 5.0 5.2 5.3 5.4 △3.2 

※各年度の「地方単独分のうち社会保障関係費」は、H22 年度を基準とした地方単独分の伸び率を、

H22年度の地方単独分のうち社会保障関係費に乗じて推計 

イ 社会保障の安定化に要する経費等の適切な積み上げ 

・ 消費税率等の引上げ分は、年金、医療、介護保険、子育て環境の整備といった社会保

障の充実や安定化に要する経費に充てられる。平成28年度地方財政計画では、社会保障

の充実分の公経済負担増分が明示される一方で、社会保障の安定化に要する経費等が明

示されず、結果として、地方交付税の振り替わりである臨時財政対策債の縮減に活用さ

れていると考えられる。 

消費税率の引上げに係る財政需要は適切に地方財政計画に積み上げること。 
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【参考】平成28年度地方財政計画における一般行政経費           （単位：兆円） 

区 分 H27 H28 H28-H27 備 考 

補助分 18.5 19.0 +0.5 
社会保障の充実分 +0.0(国費等を含む) 

国保・後期高齢者関係事業 1.5 1.5 △0.0 

地方単独分 14.0 14.0 +0.0 

伸び率がゼロであり、社会保障の安
定化や、国制度に基づく分を除いた
地方単独分の社会保障の充実が、明
示されていない 

まち・ひと・しごと創生事業費 1.0 1.0 +0.0  

重点課題対応分 － 0.3 +0.3  

計 35.1 35.8 +0.7  

 

【参考】平成28年度における社会保障の充実等について               （単位：兆円） 

（地方）                   （国） 

区 分 H28 構成比 

消費税増収額          ① 2.60 － 

 地方消費税引上分 2.00 76.9% 

 交付税法定率分 0.60 23.1% 

歳 出    

 社会保障の充実      ② 0.67 25.8% 

 公経済負担増分      ③ 0.09 3.5% 

 安定化経費   ①-②-③ 1.84 70.8% 

＜臨時財政対策債H25→H28増減＞ △2.43  

ウ 地方の投資的経費の確保 

・ 地方の投資的経費は、この十数年間で大きく削減されている。今後30年以内の発生率

が70％と予測されている南海トラフ地震や近年多発する豪雨災害等の大規模災害に備え

るため、地域における津波防災インフラ整備等の防災・減災対策の推進や地域創生を支

えるインフラ整備等が急務となっていることから、必要な投資的経費を確保すること。 
 

【地方の投資的経費】                                                  （単位：兆円） 

区分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 
H28-

H19 

投資的経費 15.2 14.8 14.1 11.9 11.3 10.9 10.7 11.0 11.0 11.2 △4.0 

 うち直轄・補助分  6.6 6.5 6.0 5.0 5.9 5.7 5.7 5.8 5.7 5.8 △0.8 

うち地方単独分 8.6 8.3 8.1 6.9 5.4 5.2 5.0 5.2 5.3 5.4 △3.2 
                                   （出典：総務省） 

エ 歳出特別枠の需要を通常需要に適切に積み上げ 

・ 平成20年度に地方法人特別税とともに創設された「地方再生対策費」から組み替えら

れた「地域経済基盤強化・雇用等対策費」等の歳出特別枠や地域の元気創造事業につい

ては、今後とも地方の重点課題に対応するために必要な需要であることから、特別枠で

はなく通常の需要として、地方財政計画に反映すること。  

 

 

 

区 分 H28 構成比 

消費税増収額           ① 5.60 － 

歳 出  5.60 － 

 社会保障の充実       ② 0.68 12.1% 

 公経済負担増分       0.28 5.0% 

 基礎年金       ④ 3.10 55.4% 

 安定化経費  ①-②-③-④ 1.54 27.5% 
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オ 追加財政需要への適切な措置 

・ 平成27年度経済対策補正において、給与改定や医療・介護総合確保基金の積み増し等

の地方負担については、追加財政需要により対応とされたが、地方の実負担額が交付税

措置額を大きく上回った（兵庫県負担額74億円-交付税措置額29億円＝45億円の超過）

ことを踏まえ、年度の途中に補正予算で措置される事業の地方負担についても、追加財

政需要によるのではなく、適切な財源措置を講じること。 

３ 社会基盤整備に必要な財源の確保等 
社会インフラの整備に係る起債の充実 （１）

 ア 緊急防災・減災事業の確保 

・ 公共施設等の耐震化を促進する緊急防災・減災事業について、計画的な整備を推進するた

め、平成28年度末までとなっている制度の期間を延長すること。 

・ 頻発する風水害に対応するための砂防・治山・河川等の整備事業や道路封鎖のおそれの

ある危険建築物の除去事業や耐震化に資する公共施設の建替え事業等にも活用できるよう、

対象事業の範囲を拡大すること。 

イ 公共施設最適化事業債及び地域活性化事業債（転用事業）の充実 

・ 公共施設最適化事業債及び地域活性化事業債（転用事業）について、発行期限を延長

するとともに、集約後の公用施設部分や長寿命化に資する改修も対象とすること。 

・ 老朽化施設の除却や調査、点検経費への交付税措置等、財政支援を更に充実すること。 

社会資本の老朽化対策等に係る国庫補助事業費の確保 （２）

・ 今後、高度経済成長期に整備された社会資本の老朽化対策が急増することから、国庫

補助事業費を確保すること。 

・ 地方単独で実施している施設の定期点検や修繕・更新計画策定、小規模な修繕・更新

等について、補助事業を適用すること。 

 

 

 
 

 

 

公営企業に対する財政支援の充実 （３）

ア 水道事業への財政支援の拡充等 

・ 人口減少等に伴う経営状況の変化、施設の計画的更新・耐震化への対応、専門人材の

確保・育成等水道事業の経営環境は厳しさを増している。水道事業が抱える中長期の課

題への取組に対して財政支援を拡充すること。 

・ また、水道事業の広域連携等地域の実情に応じた取組ができるよう、多様な支援措置

を講じること。 

 

【参考】地方単独事業で実施している修繕・更新 

・海岸保全施設：排水機場・水門・防潮堤等で総事業費が50百万円未満の修繕・更新 

・港湾施設  ：岸壁・防波堤等で総事業費が２億円未満の修繕・更新 

・河川管理施設：矢板護岸の修繕・更新 

排水機場等で総事業費が４億円未満の修繕（分解整備等） 等  
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イ 公立病院の建て替え等に対する交付税措置の拡充 

・ 中山間地域に所在し、近隣に対象病院が少ないなど再編・ネットワーク化が困難な公

立病院については、病院事業債の交付税措置を更に充実すること。 

併せて、病院の再編・ネットワーク化の要件を緩和すること。 

 

 

 

４ 地方交付税の機能の充実 
地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の確保 （１）

・ 地方交付税は地方固有の財源であり、どの地域においても一定の行政サービスを行う

ために必要な財源を保障するものであることから、国の政策誘導の財源として活用しな

いこと。 

・ 地方交付税の算定に当たっては、財源保障機能の観点から標準団体を基本とすべきで

あり、平成28年度算定から導入されたトップランナー方式のように地方の実情に応じた

地方税の徴収努力や歳出削減努力を評価することなく、地方交付税総額を削減する方法

については見直すとともに、その拡大は厳に慎むこと。 

合併市町特有の財政需要に配慮した適切な交付税の算定 （２）

・ 合併市町に対する地方交付税措置について、これまでに支所に要する経費の加算、消

防費、清掃費等の算定の見直しが行われ、平成28年度からは保健センター運営費等に係

る経費の算定、公民館・徴税に要する経費に係る補正の充実等が行われることとなった。

今後とも、施設統合に伴うコミュニティバスの運行等、合併市町特有の財政需要につい

ては十分な交付税措置を検討すること。 

５ 地方税制改正に向けた取組 
消費税率 10％への確実な引上げ （１）

ア 引上げに向けた景気の底上げ対策の実施 

・ 消費税及び地方消費税の税率10％への引上げは、平成31年10月に再度延期が表明され

たが、今後も増加する社会保障関係費に対応するため、税率10％への引上げは必要不可

欠である。税率を確実に引上げられる環境を整えるため、個人消費のてこ入れや、中小

企業の競争力強化、規制緩和による成長戦略の推進、観光産業や農林水産業の振興等、

経済の底上げにつながる対策を継続的に実施すること。 

イ 社会保障に係る必要な地方財源の確保 

・ 消費税・地方消費税率の引上げ分（５％）のうち、地方交付税の原資分（0.34％）及

び地方の社会保障財源分（地方消費税1.2%）を合わせ、約３割（1.54％）が地方の財源

とされている。このため、今回の再延期に伴い、地方財政の運営に支障が生じないよう、

必要な財源を確保すること。 

 

 

【公立病院の新設・建替等に対する地方交付税措置】 

通常の整備…25％地方交付税措置 

再編・ﾈｯﾄﾜｰｸ化に伴う整備…40％地方交付税措置 
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ウ 軽減税率導入に当たっての適切な準備 

・ 消費税率引上げまでの間に、軽減税率の導入に必要な代替税財源を確保すること。 

併せて、軽減税率の対象とされた「酒類及び外食を除く飲食料品」について、十分な

周知とともに、インボイス制度導入に向けた対応について万全の準備を行うこと。 

エ 地方消費税の清算基準の見直しの検討 

・ 地方消費税の都道府県間の清算基準については、消費税率の引上げが社会保障費の財

源確保を目的としていることや、消費活動は人が行うものであることから、消費地では

なく、人口の比率を更に高める方向で見直すこと。併せて、統計調査を充実し、支出額

等の指標の追加等、消費の実態を反映できる基準に見直すこと。 

国・地方を通じた税制改革の実施 （２）

ア 税財源の充実を図る税制の抜本改革の実施 

・ 社会保障と税の一体改革の一環として行われる消費税率の引上げは、社会保障財源の

確保を目的とするものであり、国・地方を通ずる税財源の充実を図る税制の抜本改革と

は言えない。地方は福祉や教育等の内政全般を担当するという国と地方の役割分担のも

と、国・地方間の税源配分のあり方を抜本的に見直すこと。 

・ 地方財源の調整機能を強化するため、法人税等のうち交付税原資となる税収の特別会

計への直入等を含め地方税体系を抜本的に見直し、地方交付税が地方自らの財源である

ことを明確にする「地方共有税」を創設すること。 

イ 地方税の偏在是正に向けた税制改革の実施 

    ・ 地方消費税の税率引上げ後においても、都道府県間の地方税収の格差は２倍あること        

      から、偏在の少ない安定的な財源確保に向け、消費税と地方法人課税の税源交換等によ

り税制の抜本改革を進めること。 

・ 法人住民税法人税割の一部の交付税原資化に当たっては、偏在是正に活用する財源

（不交付団体の減収分）相当額を確実に地方財政計画の歳出に計上すること。また、交

付税の算定において、減額となる交付団体の留保財源に応じた配分を行うこと。 

・ 法人事業税の一部を都道府県から市町村へ交付する法人事業税交付金については、本

来行うべき法人事業税の偏在是正を行わず創設されたことから、むやみに拡大しないこ

と。また、法人事業税交付金の算定基礎に、法人事業税超過課税分を含めることは、都

道府県の特別な需要に対応するため課税自主権を行使するという趣旨に反することから、

算定基礎から除外すること。 

【人口一人当たりの税収額の状況（平成26年度決算）】 

 

 

 

 

 

  
東京都／沖縄県＝2.6倍      東京都／奈良県＝6.1倍        東京都／沖縄県＝1.7倍 

（出典：総務省） 
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地方法人課税等の見直し （３）

ア 応益性を反映する外形標準課税の拡大 

・ 法人事業税は、法人がその事業活動に比例して、道路等の公共施設の利用や警察によ

る治安、保健衛生等、様々な行政サービスを受益している点に着目して課税している。

したがって、応益性を反映する外形標準課税の方式が望ましいことから、平成28年度税

制改正（外形標準課税を５/８に拡大）と同様に、今後とも、拡充すること。 

・ 外形標準課税の対象拡大に当たっては、法人事業税が法人の事業活動の経費としての

性格を持つことや、優遇税制を逆手にとった減資の動き等を踏まえて検討を行うこと。 

イ 法人事業税の分割基準の見直し 

・ 工場の生産現場におけるロボット化・IT化の進展や付加価値を直接生み出さない本社

管理部門の従業員が東京に集中している現状を踏まえ、事業活動の実態を反映できるよ

う、分割基準の見直しを検討すること。 

例）償却資産基準の導入、本社管理部門の従業員数の割落とし 等 

自動車税の堅持 （４）

・ 自動車税は、自動車の運行によって生じる道路の損傷について、原因となる自動車の

所有に対して一定の負担を求める道路損傷負担金としての性格を有する。今後とも、道

路の整備や維持等の需要に対応できるよう適切に財源を確保する必要があり、自動車の

需要喚起や自動車ユーザーの負担軽減の観点等からの税率の引下げを行わないこと。 

環境性能割の創設等に伴う適切な財源措置 （５）

・ 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の創設に併せて行う燃費基準の見直しに伴う減

収は、県はもとより市町を含めた地方財政への影響が大きいことから、その全額が補填

できる確実な財源措置を行うこと。併せて、環境性能割の創設に伴う賦課徴収システム

の改修に対して、適切な財源措置を講ずること。 

・ 自動車重量税は、その約４割が譲与税として市町村に配分される重要な財源であるこ

とから、見直しに際しては代替財源を確実に確保すること。 

【自動車重量税と自動車取得税】                      (単位：億円) 

税目 
全国 うち兵庫県 

備 考 
 国 都道府県 市町村  県 市町 

自動車重量税 
（国税） 

6,476 3,850 － 2,626 97 － 97 収入額の約4割を国から市町村に交付 

自動車取得税 
（都道府県税） 

1,075 － 293 782 50 14 36 約７割を県から市町村に交付 

合計 7,551 3,850 293 3,408 147 14 133  
 

 

固定資産税の堅持 （６）

・ 償却資産に係る固定資産税は、企業活動が、土地と建物(家屋)、機械・設備等(償却

資産)を一体的に活用して行われることに着目して課税している市町村の基幹税である

ことから、現行制度を堅持すること。 

※H28地方財政計画額、当初予算等をもとに算出                      
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・ 平成28年度税制改正で創設された中小企業等が取得する機械・設備等に係る固定資産

税の課税標準を２分の１に減額する特例措置については、固定資産税の持つ応益性の観

点から延長や拡大は慎重に検討すること。 

【固定資産税（償却資産）の状況】                   (単位：億円) 

税 目 
全  国 うち兵庫県 

 都道府県 市町村  県 市町 

固定資産税 
（償却資産） 

16,085 － 16,085 737 － 737 

※H28年度地方財政計画等を基に算出                    

ゴルフ場利用税の堅持 （７）

・ ゴルフ場所在の地方自治体には、アクセス道路の維持管理、治水等の災害防止対策、

ごみ処理・不法投棄、水質・農薬調査等の環境対策といったゴルフ場特有の行政需要が

生じることから、これを享受しているゴルフ場利用者にも一定の負担を求めている。 

ゴルフ場利用税の約７割が市町村に交付されており、特に域内に多くのゴルフ場が所

在する県内市町においては、その廃止又は縮小は財政運営に重大な影響を及ぼすことか

ら、ゴルフ場利用税を堅持すること。 

【兵庫県における交付額上位団体】     【兵庫県における交付金の割合が高い団体】 

県内 
順位 市町名 

ゴルフ場利用税交付金 
（単位：千円） 

１ 三木市 581,447 

２ 神戸市 415,410 

３ 加東市 354,879 

４ 宝塚市 187,241 

５ 西宮市 139,995 

（H27年度決算見込額） 

                                                                                      

地球温暖化対策のための地方財源の確保 （８）

ア 石油石炭税の税率上乗せ分における地方税財源の確保 

・ 地方公共団体が環境対策の推進に大きな役割を担っていることから、石油石炭税の税

率上乗せ分（地球温暖化対策のための税）については、地方の役割に応じた税源として

確保すること｡ 

・ 充当可能事業に森林吸収源対策を位置づけ、間伐等の実施、作業道の整備や林業機械

等の導入による森林整備の財源として確保すること｡ 

イ 森林整備等のための新たな税制等の適切な制度設計 

・ 地方自治制度における基幹的な税である住民税に、附加税のように国税を課す方式は、

国と地方の関係や税源配分の観点から不適当である。仮に附加税方式を検討する場合は、

所得税等国税に附加すること。 

 

 

県内 
順位 

市町名 
ゴルフ場利用税交付金 

(単位：千円) 
地方税収入に 
対する割合 

１ 加東市   354,879 5.42% 

２ 三木市   581,447 5.23% 

３ 佐用町    42,473 1.95% 

４ 篠山市    98,200 1.91% 

５ 小野市   123,413 1.79% 

県計 2,723,668 0.30% 

（H27年度決算見込額）       
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ふるさと納税における適切な制度設計 （９）

ア 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に係る財源措置 

・ 平成27年度より実施されている「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では、所得税

控除分相当額も含めて個人住民税から控除されるため、地方の減収分が拡大しているこ

とから、所得税控除分相当額については、国の責任において財源措置を図ること。 

イ ふるさと納税の適正な運用 

・ 経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成等を推進する

観点から特例控除が創設された制度本来の趣旨を踏まえ、例えば、返礼品については寄

附額の一定割合を価格の上限とするなど、そのあり方について早急に検討すること。 

ウ 「企業版ふるさと納税制度」に係る財源措置等 

・ 地方法人課税は、地域社会の費用を構成員が分担する会費的性格を有すること、法人

の寄附は事業所単位ではなく本社一括で行うことが多いことから、基本的には税額控除

は国税で対応すべきである。現行制度の法人事業税と法人住民税の減収相当分について

は、国の責任による財源補填を講じること。 

・ 企業版ふるさと納税の対象事業となる選定基準の策定等については、地方団体の意見

を十分に踏まえること。  
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Ⅲ 地方分権改革の着実な推進 

１ 成熟社会にふさわしい自立分権型行政システムの構築 
時代の変化に応じた統治機構の見直し （１）

  ・ 社会が成熟し価値観が多様化するなか、画一を基本とする集権型の社会システムでは、

多様化するニーズや地域の課題に対応できない。自立分権型の行政システムの構築に向

け、国の役割を外交、防衛等本来実施すべきものに限定し、それ以外は税財源とともに

地方に委ねる本質的な分権を進めること。 

・ 国の役割を明示した「国家基本法」（仮称）の制定を目指し、広く調査研究を行う調

査機関を設置し、検討を行うこと。 

県と市町村の役割分担を踏まえた地方分権の推進 （２）

・ 県と市町村との権限配分については、基礎自治体優先の原則のもと、広域自治体とし

ての県が担う事務は、広域調整や専門的・先導的分野のサービスとし、市町村が担う事

務は、多様化する市民ニーズや地域課題に的確に対応する行政サービスとすることを基

本に検討すること。 

・ 都道府県と市町村との関係に関することは、「地域のことは地域で決定する」という

地方分権の趣旨に則り、都道府県と市町村が相互理解のもと、十分に協議を重ね、地域

の実情に応じた対応をすべきであることから、国の関与は慎重にすること。 

２ 地方分権改革に対する地方意見への真摯な対応 
「提案募集方式」の更なる充実 （１）

・ 過去に省庁との調整対象外とされた提案であっても、現在の状況を踏まえて見直しを

行うなど、地方行政に関する提案は幅広く省庁との調整対象とすること。 

・ 国から地方への事務・権限移譲については、具体的な支障事例にかかわらず、国と地方の

あるべき役割分担を進める観点から提案募集方式の対象に加えること。 

・ 検討の結果、国から地方への事務・権限の移譲が困難とされる場合には、国がその理

由を明らかにすること。 

提案の実現に向けたフォローアップ （２）

・ 「引き続き検討を行う」とされた提案については、提案団体と関係省庁との間で、提

案趣旨に沿って確実に検討を行うこと。 

・ 提案団体と関係省庁との検討状況や結果は、更なる優れた提案につなげるため、当該

提案団体以外にも速やかに情報提供すること。 

３ 国と地方の協議の場の機能強化 
国と地方の協議の場の積極的活用 （１）

・ 高校無償化法等、地方との十分な協議がなく成立した例があったことから、地方自治

の根幹に関わる重要法案については、地方との協議を義務付けるなど、国と地方の協議

の場を積極的に活用すること。 
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・ 地方行政や地方財政、地方税制等、地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画立案等に

当たっては、開催決定前に十分な期間を置き、地方の意見を確実に反映させたうえで、

適時適切に国と地方の協議の場を開催すること。 

必要となる分科会の設置 （２）

・ 社会保障・税一体改革については分科会が設置されているが、国と地方の協議の場

を実効性のあるものにするため、「地方財政対策」や「国と地方を通じた税制改正」等

をテーマとする分科会を設置し、十分に活用すること。 

４ 首都機能バックアップ構造の構築 
双眼型国土形成の推進 （１）

・ 国土強靱化基本計画に基づき進めるべき事業の財源を確保すること。 

・ 国土の脆弱性解消の観点から、関西における首都機能のバックアップ構造の構築を進

めるとともに、下記のような基幹的な交通インフラの整備により国土のリダンダンシー

（多重性）を確保すること。[再掲] 

－関西都市圏・日本海国土軸、太平洋新国土軸の高速道路網の整備 

－リニア中央新幹線、北陸新幹線、山陰新幹線の整備 

・ 国際コンテナ戦略港湾・阪神港の国際競争力の強化、関西の航空需要等への的確な対

応等を通じて、危機に強い双眼型の国土構造を形成すること。 

防災庁（仮称）の創設 （２）

・ 巨大災害への対応力強化と災害対応における世界への貢献を一層推進するため、防災

から復興まで一連の災害対策を担う防災庁（仮称）を創設すること。 

・ 首都機能のバックアップと国土のリダンダンシー確保の観点から、防災庁（仮称）の

拠点は複数設置するものとし、西日本の拠点については関西、その中でも特に関係機関

が集積する神戸周辺に設置すること。 

５ 選挙期日と議員等の任期の「ずれ」を解消する特例法の制定 
・ 阪神・淡路大震災の発生により平成７年の選挙期日を約２か月延期したことに起因し、

兵庫県及び県内３市において、現在、選挙があってから、議員等の任期が開始されるまで

に約１か月半から２か月に及ぶ「ずれ」が生じている。この「ずれ」を解消するため、議

員等の任期満了日を震災前の日に戻す特例法制定を実現すること。 

 
【参考】選挙期日と議員等の任期の「ずれ」の現状（平成27年） 

兵庫県議会議員：統一地方選挙4/12 → 旧議員の任期満了6/10 任期開始まで60日 

神戸市議会議員：   同上    →    同上 

西宮市議会議員：統一地方選挙4/26 → 旧議員の任期満了6/10 任期開始まで46日 

芦屋市議会議員：   同上    →    同上 

芦 屋 市 長：   同上    → 旧市長の任期満了6/10 任期開始まで46日 


