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第 期 地方行財政講座④

「地方行財政の新しい動向」 
         講師 宮入 興一氏 （東三河くらしと自治研究所代表世話人） 

 

 第4期地方行財政講座の最終第4回が、5月12日（土）、

アイプラザで 16 名の参加で開かれました。テーマは「地

方行財政の新しい動向」、講師は当研究所代表世話人の

宮入興一氏で、安倍政権下で特に目立ってきた地方行財

政をめぐる新しい一連の動きとその背景、新たな手法と

その特徴、これと対峙する憲法を土台とした国民世論の

形成について提起がされました。 

 

憲法改定問題をめぐる〈改憲 vs.非改憲〉2つの潮流の対抗と地方自治 

 第 2 次安倍政権の下で、グローバル化を前提とした新「富国強兵・殖産興業」型国づくり

が模索され、その弊害が露呈されています。違憲の集団的自衛権の容認、安保法＝戦争法と

共謀罪法の強行採決、これに続く沖縄の自治破壊と第 9条の明文改憲への策動は、新たな「富

国強兵」策です。 

一方、アベノミクスの一環としての新自由主義戦略である国家戦略特区の活用、大規模規

制緩和・民営化、原発の再稼働と輸出、TPP11・日米 FTA の追求は、新「殖産興業」策です。

しかし、その結果は、加計・森友事件やイギリス・トルコへの原発輸出にみられる「行財政

の私物化と寄生」、情報隠蔽、公文書改ざん、データねつ造などの「民主主義の内部破壊」、

果てはセクハラ・パワハラの「道徳的腐敗」などの弊害まで生み出しています。 

 これに対して、アベノミクスの下での貧困と格差の拡大を背景として、国民の生存権や幸

福追求権などの基本的人権を土台とする日本国憲法の存在が、国民や住民の「命と暮らし」

を守る砦としての地方自治や自治体の重要性を浮き彫りにしています。また、東日本大震災

や熊本地震などの大災害の時代に入って、憲法の人権条項が「人間的復興」の基礎として再

評価されています。さらに、軍拡路線には憲法の「平和的生存権」が歯止めとなっています。

 こうして、憲法問題をめぐって〈改憲 非改憲〉の つの潮流の対抗の激化と、その対

抗の主戦場として、地方自治体と地方自治や住民自治が焦点として浮上しています。
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第 2次安倍内閣の下で復活した「経済財政諮問会議」と「地方行財政改革」の策動 

 近年、政府の経済財政政策の司令塔となっているのは

「経済財政諮問会議」です。これは首相が議長、内閣官

房長官・内閣府が事務局、主要閣僚と日銀総裁のほか、

民間議員（財界と御用学者）で構成されています。小泉

政権下で大いに活用され、その後政治的混乱の中で一時

後退した後、2012 年の第 2次安倍内閣の下で再び司令塔

として役割を復活させました。 

 この諮問会議では、経済財政に関わる様々なテーマが

とりあげられますが、地方行財政改革も重要課題の 1つです。 

最近の会議では、公共部門を民間部門とリンクさせ、公共サービス分野を民間産業の投資

と雇用の拡大に役立つ「成長の新たなエンジン」として利用すべきであるとしています。そ

の最大のターゲットは、歳出規模も大きく国民生活とも深く関わる社会保障と地方行政サー

ビス分野であるとして、これを資本の餌場にしようというのです。 

また、行政コストの効率化に向け、すべての分野で広域連携の推進、補助金・地方交付税

の見直し、歳出削減と独自財源の確保を図るとしています。その他、①インフラの維持・更

新費を、施設の長寿命化、総合化、全国への横展開によって抑制する。②歳出効率化、歳入

増加に取り組む先進事例を KPI（：重要業績評価指標）として全国展開する。③PPP(：公民

連携)、PFI(:民間資本活用事業)を活用して水道・下水道等を民営化する（「コンセッション

方式」；例えば、浜松市では、すでに 2018 年度から下水道施設の運営権を民間企業に売却し、

2022 年からは上水道も狙われています）。④定量データでの「見える化」と PDCA(計画-実行-

点検-改善)を進め一覧管理する、等。これらの手法は、いずれも民間営利企業の業務効率化

と利益アップの手段やその流用であって、住民福祉の向上を本来の目的とする地方自治体の

業務に単純に応用することは、大きな間違いを生じることになります。 

 

国による「歳出改革」の展開 

 こうした国の新自由主義的な改革方向は、既に毎年の予算に反映されています。2016 年度

には、インフラ施設の開放による自治体サービスの産業化、「トップランナー方式」(：民間

委託などによりコストを低下させた自治体を先進的事例として、算定基準を厳しくし、地方

交付税の交付額を引下げる方式)を採用しました。 

17 年度には、その方式を学校用務員、学校給食から、青少年教育施設管理、公立大学運営、

さらには図書館、博物館、公民館、児童館等の運営についても段階的に導入しました。これ

らは、最近の様ざまな施設利用料金の値上げや民間委託の導入などの引き金にもなっていま

す。また、2018 年度には、住民への影響が大きい「窓口業務」へのトップランナー方式の導

入の模索、ICT 化やクラウド化・AI(：人工知能)化による業務の効率化、標準化、民営化へ

の先導役を果たさせる、などです。ちなみに、国や行政当局がこうした横文字やカタカナ文

字を多用するときは、国民の目をごまかす手段であることが多く、用心が肝要です。 
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人口減少・施設老朽化・財政逼迫期における公共施設の管理問題(ハード改革) 

高度成長期には、人口増加、都市化が進む中で「社会資本充実政策」による経済成長と財

政膨張が時代の流れでした。しかし、21世紀になると、人口減少、社会資本老朽化、財政逼

迫へと流れが変わる中で、「公共施設管理」問題が非常に重要な課題として浮上してきました。 

（１）「公共施設等総合管理計画」などの策定 

 2013 年に親計画として「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、総務省はこれに基づき

「公共施設等総合管理計画」の策定を全国の都道府県・市区町村に指示し、17年度末までに

全て完了。さらに、自治体ごとに管理計画による「個別施設計画」を 20 年度までに立てると

して、①個別施設の点検、修繕、更新、②更新の際の用途変更、集約化・複合化・長寿命化、

立地適正、廃止・撤去の優先順位、③対策内容と実施時期・工程表の作成が盛られました。 

 

（２）「公共施設等総合管理計画」の促進手段 

 この管理計画を促進させるために、「公共施設等適正管理推進事業債」という特例債の発行

とその元利償還費の交付税算入を認めました。その他、①公共施設管理計画の一覧表、工程

表の作成、②計画的老朽化対策の進捗度、③全国的に比較可能な「見える化」の公表、等。 

 これらは、情報公開を装いつつ、全国の自治体と住民を組織的に競争させ、国主導の公共

施設管理計画へと追いこんでいく官僚的手法といってよく、そこでは、個人の基本的人権の

保障と、コミュニティ維持の視点は完全に欠落する欠点が避けられません。国による上から

ではなく、市民による下からの住民自治に根差した地域づくりこそが重要となっています。 

 

貧困・格差拡大と少子高齢化が進む下での福祉水準の切下げと負担増(ソフト改革) 

 少子高齢化が進むなか、安倍政権の下で貧困と格差が拡大し、特に子供の貧困と並び、高

齢者の貧困・格差拡大も重要問題として浮上しています。生活保護水準以下の貧困高齢 653

万世帯に対する生活保護捕捉率はわずか 12.7％に過ぎません。貧困高齢者は、医療・介護・

老人福祉の引下げ、保険料や消費税率引上げのはざまで苦境に立たされています。 

（１）医療サービスと老人福祉サービスの削減・抑制 

 高齢者医療給付は、1995 年の 1人当り年 71.1 万円から 2014 年の 56.0 万円へ 19 年間に 15

万円（△21％）も減少しました。背景には、国の療養型病床の削減や、医療から介護、介護

から家庭への要介護高齢者の追出し策があります。老人福祉もこの間大幅に抑制されました。 

 

（２）生活保護の引下げと医療・福祉・年金等へのマイナスの影響 

 安倍内閣は、社会保障を「高齢者から全世代型に転換する」と言っています。だが、現実

には、高齢者だけでなく、全世代の給付と負担が悪化しています。国民の最後の安全網であ

る生活保護は、第 2次安倍内閣発足直後の 2013 年に最大△10％も引下げられ、今回 18 年も

△2％削減されました。特に子供の貧困率が高い母子世帯では、母子加算を平均△19％削減、

38％の母子世帯で減額になりました。国際的にも異常に高いわが国の「子供の貧困化」を一

層深刻にさせる逆流措置です。殊に問題なのは、生活費に当たる「生活扶助」の削減です。

生活保護基準は一般勤労世帯の消費水準の 6割程度をめどに改善されてきました。それを 13
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年改定以降、最低所得層（所得 10 分位の最下層）に合わせて給付額の引下げを図ったのです。

これは、19 世紀初期資本主義の「劣等処遇」といわれる過酷な貧困対策への逆流化です。 

 しかも、生活保護の切下げは、最低賃金、年金、医療、福祉、就学援助、非課税基準など、

社会保障の生活権、基本的人権に連動して、国民生活全般にマイナスの悪影響を与える大本

です。厚労省の予測でも、その影響は生活分野の 47 項目にも上るとされています。 

 

（３）消費税率引上げの悪影響 

 2014 年、消費税率が 5％から 8％に引上げられた当時、年収 139 万円の高齢単身無職者の

消費税負担率は 8.28％、年収 249 万円の高齢夫婦無職者は 8.07％でした。高齢者の実質負担

率が名目税率の 8％より高いのは、預金引出しや借入れで年収を補填しているからです。消

費税は、高齢者や低所得者ほど実質負担率が高い逆進税であるだけでなく、このように「超

逆進税」なのです。消費税率が 10％に引上げられれば、その弱者虐待性は加重されます。 

 

（４）「国民健康保険（国保）の都道府県化」問題 

 国保の財政運営責任を市町村から都道府県に移管する新制度が今年 4月から始まりました。

しかし、新制度は、基本的には、国の公費削減のため、医療費抑制や国保料の引上げ、国保

料の取立て強化へとつなげる新たな仕組みづくりといえます。全国で約 5割の市町村が初年

度には値上げをしないと言っています。しかし厚労省は、一般会計から国保会計への法定外

繰入金は事実上の赤字だとして計画的な削減、廃止を要求しています。国の方針に先行して

値上げをする市町村がある一方、住民要求に応じて値下げをする自治体も出ています。しか

し国の支援がない中で、それが継続できる保証はありません。 

そもそも国保問題の発端は、国保収入の 5割を占めた国庫支出金を、2015 年度に約 2割負

担に削減、市町村国保の財政悪化に拍車をかけたことにあります。これを契機に、都道府県

に国保の運営責任を押しつけ、①全国一律の「標準保険料率」を提示して値上げや徴収強化

を誘導し、②「納付金の完納」の義務付け、払えなければ財政安定化基金からの借入強制と

料金値上げに誘導する仕掛けなのです。 

 このように国保の都道府県化は、国保の広域化をテコに、都道府県に医療費削減、国保料

値上げ、強制徴収の「悪代官役」を引き受けさせる国の無責任かつ醜悪な手法で、社会保障

の本来の役割と国民の生存権を破壊し、地方自治を侵害する憲法違反の暴挙といえます。 

 

おわりに－憲法に基づく地方自治と基本的人権の復活を目指して 

 安倍政権下では、アベノミクスによる新自由主義的な地方行財政制度・運営の改変と、新

保守主義による日米安保強化路線が支配的です。しかし、結果は、地域住民の貧困と格差拡

大、生存権・基本的人権の侵害、地方自治の空洞化、政治的腐敗と民主主義の内部破壊の促

進でした。 

これに対して、生存権と基本的人権の復活を求める国民の世論と運動も日本国憲法の人権

条項（13 条、25条等）や平和的生存権（憲法前文）を基軸に全国的に展開されています。地

方行財政の最近の動向は、まさに日本国憲法の改変か再生かを焦点に生じているのです。 
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質問、意見交換要旨 

講演後、次のような質問、意見交換がありましたので掲載します。 

 

Q 豊橋の教育委員会はむりやり統廃合しないでがんばってきたと思うが、京都の場合、元ネ

オリベの教育長が市長になって、どんどん統廃合を進め、空いた土地が再開発され、外資

系のホテルなどになっている。学校統廃合は全国的問題と思うが、学校はコミュニティの

基盤であるし、子供たちが遠くに通うというのはアクセス権が奪われることでもある。こ

のように学校の問題は大変大事だと思う。 

A 基本的にそのとおり。 

京都の場合、一番ひどいのは東山区。６つか７つの中学校を一つにして、あいた所にホテ

ルを作るとか、民間に払い下げてしまうと。まさに新自由主義的なやり方。 

 

Q 教育施設は公共施設等総合管理計画に入るのか 

A ハードな公共施設は全部入る。小中高ももれなく入る。 

 

Q 豊橋市は小学校が５２、中学校が２２ある。豊橋市の方針は、一学年が一つのクラスで学

ばなければならなくなったときには、その小学校の統廃合を検討する、という方針をもっ

ている。 

 校区の自治会が大きな力を持っていて、それが地域のコミュニティの担い手になっている。

それが小学校に併設してある校区市民館をセンターにしながら動いている。 

 どこの自治会もうちの小学校なくなったら大変だという思いが相当強くある。教育委員会

レベルはもちろんのこと、市民協働推進課という自治会を支えなければならない部署も、

小学校を簡単につぶしてもらっては困るという認識が本当に強くある。他の自治体と比べ

ると、そこの圧力は簡単に軽減されないような状況がある。 

 

Q 田原はトップランナーで行こうとしたが失敗して、いったん落ち着いた形。東京都から来

た教育長が強引に中学校 7 校を 4 校に、小学校は伊良湖岬先端のほうで３校を１校にした

が、そこで止まっちゃった。ここのスクールバス費用が日常の教育予算より莫大で、それ

が大きな問題になった。それと先生が移る学校の場所の問題もある。そういったことがま

ずいとされ、教育長が学校長出身の人に代わり見直され、統廃合計画は白紙になっている。 

Q 田原は地域住民が抵抗したのか。 

Q 大きな運動はなかった。実際的な問題が大きくて白紙に戻った。 

A ストップさせた決定的要因は？田原の場合、地域コミュニティみたいなものが盛んだが、

地域の声が澎湃として出てきたのか、スクールバスの値段の話がきっかけだったのか。 

Q 議会でも地域コミュニティがどうなるのか議論してきた。規模が大きくなればいい教育が

できるのか、メリット、デメリットを議論した。北海道の岬の町を訪ねた。１０人くらい

からの学校から１００人くらいの学校。そこでは統廃合の議論は出ないという。子供たち

をきちっとみてもらえる教育が大事だと。小さい学校でもお医者さんは出ている。教育を
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マンモスにすればすばらしい教育になるのか、実態として経験しておられる。私たちも議

会で、議員が大きなクラスの学校と１０人くらいの学校を視察して、教室の風景やらをみ

て、一方はざわざわして、他方は落ち着いている、そういうところをみて、この辺を議論

している。 

地域コミュニティの関係もあるし、スクールバスのお金の問題もある。教育委員会は先生

の生活の問題も重視している。 

 

Q 蒲郡では、小中一貫教育の導入をしてでも統廃合の検討をいわれている。小規模小学校で

いつ複式学級になるかわからないおそれを抱えながら将来もやっていくのか、教育上の確

信を持てないでいた。そういうところへ統廃合をいわれたときに、それに対して的確に反

論できるのかむずかしい。５回のワ－クショップを開くという予定になっているが、ああ

そうですかということになりかねない。 

Q 小中一貫教育は市の公共施設マネジメントの中に書いてはあるが、地域のワークショップ

では、市からの提案ではなくて、皆さんの公共施設をどうしますかというそういう言い方

をしている。 

市から小中一貫校とは言わないで、住民の中から何か一緒に、せめてこれとこれを一緒

にしたらと組み合わせを考えてという進め方なので、結局決まったのは西浦では小学校の

中に中学校と公民館を入れる。塩津地区は小学校に保育園二つと公民館を入れる。何でも

いいんですよ、面積が減りさえすればということになっている。 

 

（以下、項目だけにさせていただきました。） 

Q 消費税をあげなくてもやっていけるか。 

A 法人・個人に対するタックスヘイブン課税や資産課税の強化、所得税の累進性の強化、不

要不急の歳出の削減とか、いろいろな組み合わせによって、財源を確保していくことは可能。 

Q 介護をはじめいろんなことをビジネスチャンスにしようというのが国の施策。 

Q KPI など計画書づくりで職員は大変多忙。 

A 国はやれとトップダウンで必ずしもやっているわけでない。自主的な形でやるようにさせ

られている。その中でも住民の立場に立って何かする余地がないか、研究所としても取り組

みたい。 

Q 浜松市の上下水道のコンセッションのように外部企業に任せるとお金が地元から外に流

れる。地元にお金が残らない。こうしたやり方は地域振興の上からもまずい。 

Q 経済性が基準になるのか。そうではなく、「人の幸せ」を学問的に構築して、市政に反映

させなければならないのではないか。 

A 広い立場で人を集めて研究したい。肝心な問題は現場で起こっている、現場こそ起点だと

いう視点をもってネットワークを作ってやっていきたい。  


