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地方財政関係資料

資料１





平成31年度地方財政計画のポイント①

（１） 一般財源総額の確保と質の改善

・ 一般財源総額について、前年度を0.6兆円上回る62.7兆円を確保
・ 地方税が増収となる中で、地方交付税総額について前年度を0.2兆円上回る16.2兆円を確保す
るとともに、臨時財政対策債を前年度から大幅に抑制

一般財源総額 62.7兆円（前年度比＋0.6兆円、前年度 62.1兆円）
一般財源総額（水準超経費除き） 60.7兆円（同＋0.4兆円、 同 60.3兆円）
・ 地方税・地方譲与税 42.9兆円（前年度比 ＋0.9 兆円、前年度42.0兆円）

・ 地方特例交付金・臨時交付金 0.4兆円（ 同 ＋0.3 兆円、 同 0.2兆円）

・ 地方交付税 16.2兆円（ 同 ＋0.2 兆円、 同 16.0兆円）

・ 臨時財政対策債 3.3兆円（ 同 ▲0.7 兆円、 同 4.0兆円）
※端数処理のため合計が一致しない場合がある

（２） 幼児教育の無償化に係る財源の確保

・ 平成31年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、平成31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

１．通常収支分
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平成31年度地方財政計画のポイント②

（３） 環境性能割の臨時的軽減に係る財源の確保

・ 消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割
の臨時的軽減による減収について、地方特例交付金により全額補塡

（４） 防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策の推進

・ 緊急対策に係る事業費1.2兆円を計上するとともに、これと連携しつつ、地方が単独事業として実

施する防災インフラの整備を推進するため、新たに緊急自然災害防止対策事業費0.3兆円を計上

（５） 地方財政の健全化

・ 地方財源不足が大幅に縮小し（㉚6.2兆円→㉛4.4兆円）、折半対象財源不足が解消（㉚0.3兆円）

・ 臨時財政対策債は、前年度から0.7兆円抑制（㉚4.0兆円→㉛3.3兆円）

○震災復興特別交付税の確保

東日本大震災の復旧・復興事業等の財源として震災復興特別交付税0.4兆円（前年度比▲0.0兆円）
を確保

２．東日本大震災分
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平成31年度地方財政計画のポイント③

歳入歳出の概要

区 分
31年度

A

30年度

B

増減額

C＝A－B

増減率

C/B

歳

入

地方税

地方譲与税

地方特例交付金等

地方交付税

国庫支出金

地方債

臨時財政対策債

臨時財政対策債以外

使用料及び手数料

雑収入

その他

40.2

2.7

0.4

16.2

14.7

9.4

3.3

6.2

1.6

4.4

▲ 0.0

39.4

2.6

0.2

16.0

13.7

9.2

4.0

5.2

1.6

4.3

▲ 0.0

0.7

0.1

0.3

0.2

1.1

0.2

▲ 0.7

0.9

▲ 0.0

0.1

▲ 0.0

1.9

5.3

181.1

1.1

7.8

2.3

▲ 18.3

18.0

▲ 0.0

2.3

5.0

計 89.6 86.9 2.7 3.1

一 般 財 源

（水準超経費を除く）

62.7

60.7

62.1

60.3

0.6

0.4

1.0

0.7

区 分
31年度

A

30年度

B

増減額

C＝A－B

増減率

C/B

歳

出

給与関係経費

一般行政経費

うち 補助

うち 単独

うち まち・ひと・しごと創生

事業費

うち 重点課題対応分

公債費

維持補修費

投資的経費

直轄・補助

単独

うち 緊急防災・減災事業費

うち 公共施設等適正管理

推進事業費

うち 緊急自然災害防止

対策事業費

公営企業繰出金

水準超経費

20.3

38.4

21.5

14.2

1.0

0.3

11.9

1.3

13.0

6.9

6.1

0.5

0.5

0.3

2.5

2.0

20.3

37.1

20.2

14.1

1.0

0.3

12.2

1.3

11.6

5.8

5.8

0.5

0.5

-

2.6

1.8

0.0

1.4

1.2

0.1

0.0

0.0

▲ 0.3

0.0

1.4

1.1

0.3

0.0

0.0

0.3

▲0.0

0.2

0.1

3.7

6.2

0.8

0.0

8.0

▲ 2.4

3.2

12.0

18.9

5.2

0.0

0.0

皆増

▲0.7

10.3

計 89.6 86.9 2.7 3.1

※ 表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない場合がある。

（単位：兆円、％）通常収支分
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平成３１年度地方財政計画歳入歳出一覧（東日本大震災分）

（１）復旧・復興事業 （２）全国防災事業

(単位：億円、％) (単位：億円、％)

区 分
平成31年度

（Ａ）
平成30年度

（B）
増減額

(A)-(B) (C)
増減率
(C)/(B)

歳

入

震 災 復 興 特 別 交 付 税 4,049 4,227 △ 178 △ 4.2

一 般 財 源 充 当 分 90 77 13 16.9

国 庫 支 出 金 6,768 6,688 80 1.2

地 方 債 12 32 △ 20 △ 62.5

雑 収 入 68 55 13 23.6

計 10,987 11,079 △ 92 △ 0.8

歳

出

給 与 関 係 経 費 78 84 △ 6 △ 7.1

一 般 行 政 経 費 2,422 2,950 △ 528 △ 17.9

補 助 1,756 2,153 △ 397 △ 18.4

単 独 666 797 △ 131 △ 16.4

公 債 費 68 55 13 23.6

投 資 的 経 費 8,344 7,810 534 6.8

直 轄 ・ 補 助 8,182 7,608 574 7.5

単 独 162 202 △ 40 △ 19.8

公 営 企 業 繰 出 金 75 180 △ 105 △ 58.3

計 10,987 11,079 △ 92 △ 0.8

区 分
平成31年度

（Ａ）
平成30年度

（Ｂ）
増減額

(A)-(B) (C)
増減率
(C)/(B)

歳

入

地 方 税 745 728 17 2.3

一 般 財 源 充 当 分 312 306 6 2.0

雑 収 入 1 1 0 0.0

計 1,058 1,035 23 2.2

歳

出

公 債 費 1,058 1,035 23 2.2

計 1,058 1,035 23 2.2
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平成３１年度地方交付税総額算定基礎

平成31年度 平成30年度 平成31年度 平成30年度

当初予算額 当初予算額 当初予算額 当初予算額

A B C C/B A B C C/B

① 152,877 146,583 6,294 4.3% ④ 6,876 6,533 343 5.3%

65,982 62,956 3,025 4.8% ⑤ - - - - 

42,560 40,273 2,287 5.7% ⑥ △ 5,000 △ 4,000 △ 1,000 25.0%

6,355 6,555 △ 200 △3.1% ⑦ △ 792 △ 804 12 △1.5%

40,335 39,154 1,181 3.0% ⑧ - 750 △ 750 皆減

155,232 148,938 6,294 4.2% ⑨ 1,000 4,000 △ 3,000 △75.0%

- - - - ⑩ 4,215 - 4,215 皆増

△ 2,355 △ 2,355 0 0.0%

△ 2,355 △ 2,355 0 0.0%

② 2,633 7,022 △ 4,389 △62.5%

2,633 5,367 △ 2,734 △50.9%

- 1,655 △ 1,655 皆減

155,510 153,606 1,904 1.2%計（入口ﾍﾞｰｽ）　①＋②＝③

一
般
会
計

特
別
会
計

地方交付税総額（出口ﾍﾞｰｽ）   ③＋⑪    ⑫

前年度からの繰越金

一般会計からの加算分

既往法定加算等

剰余金の活用

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

臨時財政対策特例加算

増減額
(A-B)

増減率

国税４税の法定率分等

所得税×33.1％

法人税×33.1％

前々年度国税４税決算精算分

（ 小 計 ）

区分

平成20、21、28年度補正予算精算分

（　　　小　　計　　　）

酒税×50％

消費税×20.8％

増減額
(A-B)

増減率

1.1%

計　④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＝⑪ 6,299 6,479 △ 180 △2.8%

地方法人税の法定率分

特別会計借入金償還額

特別会計借入金利子

1,724161,809 160,085

前々年度決算精算分

区分

（注） １ 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない場合がある。
２ 消費税に乗じる率について平成30年度は22.3%である。

（単位：億円）
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㉛当初（確定） (横版)



				区分 クブン												平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		増減額
(A-B) ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				区分 クブン												平成31年度		平成30年度		増減額
(A-B) ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

																当初予算額 トウショ ヨサン ガク		当初予算額 トウショ ヨサンガク																				当初予算額		当初予算額

																A		B		C		C/B																A		B		C		C/B

				一般会計 イッパン カイケイ		国税４税の法定率分等 コクゼイ ゼイ ホウテイ リツ ブン トウ								①		152,877		146,583		6,294		4.3%				特別会計 トクベツ カイケイ		地方法人税の法定率分 チホウ ホウジンゼイ ホウテイ リツ ブン								④		6,876		6,533		343		5.3%

								所得税×33.1％ ショトクゼイ								65,982		62,956		3,025		4.8%						前々年度決算精算分 ゼンゼン ネンド ケッサン セイサンブン								⑤		-		-		-		-

								法人税×33.1％ ホウジンゼイ								42,560		40,273		2,287		5.7%						特別会計借入金償還額 トクベツ カイケイ シャク ニュウキン ショウカンガク								⑥		△ 5,000		△ 4,000		△ 1,000		25.0%

								酒税×50％ シュゼイ								6,355		6,555		△ 200		△3.1%						特別会計借入金利子 トクベツ カイケイ シャク ニュウキン リシ								⑦		△ 792		△ 804		12		△1.5%

								消費税×20.8％ ショウヒゼイ								40,335		39,154		1,181		3.0%						剰余金の活用 ジョウヨキン カツヨウ								⑧		-		750		△ 750		皆減 カイゲン

								（　　　小　　計　　　） ショウ ケイ								155,232		148,938		6,294		4.2%						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 チホウ コウキョウ ダンタイ キンユウ キコウ コウコ サイケン キンリ ヘンドウ ジュンビキン カツヨウ								⑨		1,000		4,000		△ 3,000		△75.0%

								前々年度国税４税決算精算分 ゼンゼン ネンド コクゼイ ゼイ ケッサン セイサン ブン								-		-		-		-						前年度からの繰越金 ゼンネンド クリコシキン								⑩		4,215		-		4,215		皆増 カイゾウ

								平成20、21、28年度補正予算精算分 ヘイセイ ネンド ホセイ ヨサン セイサン ブン								△ 2,355		△ 2,355		0		0.0%						計　④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＝⑪										6,299		6,479		△ 180		△2.8%

								（小計） ショウケイ								△ 2,355		△ 2,355		0		0.0%																0		1		△ 1		△100.0%

						一般会計からの加算分 イッパン カイケイ カサンブン								②		2,633		7,022		△ 4,389		△62.5%				地方交付税総額（出口ﾍﾞｰｽ）   ③＋⑪    ⑫ チホウ コウフゼイ ソウガク デグチ												161,809		160,085		1,724		1.1%

								既往法定加算等 キオウ ホウテイ カサン トウ								2,633		5,367		△ 2,734		△50.9%																0		1		△ 1		△100.0%

								臨時財政対策特例加算 リンジ ザイセイ タイサク トクレイ カサン								-		1,655		△ 1,655		皆減 カイ ゲン

						計（入口ﾍﾞｰｽ）　①＋②＝③ ケイ イ グチ										155,510		153,606		1,904		1.2%























































				（注）表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合がある。 チュウ ヒョウジ タンイ ミマン シシャゴニュウ カンケイ ツ ア ゴウケイ イッチ バアイ



				※１

				※		　平成２１年度精算分については、今後検討を行うこととしている。 コンゴ ケントウ

				※２		平成２３年度は平成１９年度精算分、平成２４年度は平成１９、２０年度精算分及び平成２０年度補正予算（第２号）における臨時財政対策債振替加算相当額の減額分である。 オヨ ヘイセイ ネンド ホセイ ヨサン ダイ ゴウ リンジ ザイセイ タイサク サイ フリカエ カサン ソウトウガク ゲンガクブン

						平成２４年度の法定加算等9,752億円のうち、2,150億円については、平成２３年度は歳出特別枠の上乗せ分に対応した加算として「別枠の加算」として計上、平成２４年度は同額の加算を行うことが既に法定化されていることから、「法定加算等」として計上。
 ヘイセイ ネンド ホウテイ カサン トウ オクエン オクエン









㉖当初（確定）

																																		3（単位：億円）		100000

				案３ アン																																国税：Ｈ１７～２１概算要求ベース＋地方税伸ばす コクゼイ ガイサン ヨウキュウ チホウゼイ ノ



																																		1（単位：千円） タンイ センエン		1

																																		2（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン		1000

																																		3（単位：億円） タンイ オクエン		100000

																																		4（単位：兆円） タンイ チョウエン		100000000

																時点： ジテン		41628		確定 カクテイ				100000

		平成２６年度地方交付税算定基礎 ヘイセイ ネンド チホウ コウフゼイ サンテイ キソ

																		3（単位：億円） タンイ オクエン		3（単位：億円） タンイ オクエン

																				（単位：億円） タンイ オクエン

		区分 クブン												平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		増減額
(A-B) ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

														当初予算額 トウショ ヨサン ガク		当初予算額 トウショ ヨサンガク

														A		B		C		C/B

		一般会計 イッパン カイケイ		国税５税の法定率分等 コクゼイ ゼイ ホウテイ リツ ブン トウ								①		119,046		108,495		10,551		9.7%				119,046.13100		108,495.21100		10,550.92000

						所得税×32％ ショトクゼイ								47,328		44,474		2,854		6.4%				47,328.00000		44,473.60000		2,854.40000

						酒税×32％ シュゼイ								4,291		4,310		△ 19		△0.4%				4,291.20000		4,310.40000		-19.20000

						法人税×34％ ホウジンゼイ								34,061		29,628		4,434		15.0%				34,061.20000		29,627.60000		4,433.60000

						消費税×22.3％（H25は29.5％） ショウヒゼイ								34,206		31,415		2,791		8.9%				34,205.97000		31,414.55000		2,791.42000

						たばこ税×25％ ゼイ								2,305		2,478		△ 173		△7.0%				2,305.00000		2,477.50000		-172.50000

						（　　　小　　計　　　） ショウ ケイ								122,191		112,304		9,888		8.8%				122,191.37000		112,303.65000		9,887.72000

						平成19、20年度精算分等 ヘイセイ ネンド セイサン ブン トウ								△ 3,145		△ 3,808		663		△17.4%				-3,145.23900		-3,808.43900		663.20000

						（小計） ショウケイ								△ 3,145		△ 3,808		663		△17.4%				-3,145.23900		-3,808.43900		663.20000

				一般会計からの加算分 イッパン カイケイ カサンブン								②		41,186		54,176		△ 12,990		△24.0%				41,186.31750		54,176.31750		-12,990.00000

						法定加算等 ホウテイ カサン トウ								8,648		8,231		417		5.1%				8,648.00000		8,231.00000		417.00000

						別枠の加算 ベツワク カサン								6,100		9,900		△ 3,800		△38.4%				6,100.00000		9,900.00000		-3,800.00000

						臨時財政対策特例加算 リンジ ザイセイ タイサク トクレイ カサン								26,438		36,045		△ 9,607		△26.7%				26,438.31750		36,045.31750		-9,607.00000

				計（入口ﾍﾞｰｽ）　①＋②＝③ ケイ イ グチ										160,232		162,672		△ 2,439		△1.5%				160,232.44850		162,671.52850		-2,439.08000

		特別会計 トクベツ カイケイ		地方法人税 チホウ ホウジンゼイ								④		3		0		3		皆増				3.00000		0.00000		3.00000

				返還金 ヘンカン キン								⑤		0		0		0		皆増				0.13432		0.00000		0.13432

				特別会計借入金償還額 トクベツ カイケイ シャク ニュウキン ショウカンガク								⑥		△ 2,000		△ 1,000		△ 1,000		100.0%				-2,000.00000		-1,000.00000		-1,000.00000

				特別会計借入金利子 トクベツ カイケイ シャク ニュウキン リシ								⑦		△ 1,729		△ 1,746		17		△1.0%				-1,729.00000		-1,746.00000		17.00000

				剰余金の活用 ジョウヨキン カツヨウ								⑧		1,000		2,000		△ 1,000		△50.0%				1,000.00000		2,000.00000		-1,000.00000

				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 チホウ コウキョウ ダンタイ キンユウ キコウ コウコ サイケン キンリ ヘンドウ ジュンビキン カツヨウ								⑨		0		6,500		△ 6,500		皆減				0.00000		6,500.00000		-6,500.00000

				前年度からの繰越 ゼンネンド クリコシ								⑩		11,349		2,199		9,150		416.1%				11,348.64317		2,198.93208		9,149.71109

				計　④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩＝⑪										8,623		7,953		670		8.4%				8,622.77749		7,952.93208		669.84541

														0		0		0		－

		地方交付税総額（出口ﾍﾞｰｽ）   ③＋⑪    ⑫ チホウ コウフゼイ ソウガク デグチ												168,855		170,624		△ 1,769		△1.0%				168,855.22599		170,624.46058		-1,769.23459

														0		0		0		－

				うち普通交付税　94% フツウ コウフゼイ										164,073		163,309		763		0.5%				158,723.78617		160,387		763.21990

				うち特別交付税　 6% トクベツ コウフゼイ										10,473		10,424		49		0.5%				10,131.43982		10,237.46058		48.71408



		臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサクサイ										⑫		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		実質的な地方交付税　　　　⑪＋⑫ ジッシツテキ チホウ コウフゼイ												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		地方交付税総額（補てん前）a+ｂ+c+ｄ+④+⑤+⑥+⑦ チホウ コウフゼイ ソウガク ホ マエ												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		一般財源（水準超経費相当の地方税を除く） イッパン ザイゲン スイジュン チョウ ケイヒ ソウトウ チホウゼイ ノゾ												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				地方税（水準超経費相当の地方税を除く） チホウゼイ スイジュン コ ケイヒ ソウトウ チホウゼイ ノゾ										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				地方譲与税 チホウ ジョウヨゼイ										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				地方特例交付金 チホウ トクレイ コウフキン										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				地方交付税 チホウ コウフゼイ										168,855		170,624		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				臨時財政対策債 リンジ ザイセイ タイサクサイ										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



				＜参考＞国税６税の法定率分等 （①＋④） サンコウ コクゼイ ゼイ ホウテイリツ ブン トウ										119,049		108,495		10,554		9.7%

		（注）表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない場合がある。 チュウ ヒョウジ タンイ ミマン シシャゴニュウ カンケイ ツ ア ゴウケイ イッチ バアイ



		※１		　平成２１年度精算分については、今後検討を行うこととしている。 コンゴ ケントウ

		※		平成２３年度は平成１９年度精算分、平成２４年度は平成１９、２０年度精算分及び平成２０年度補正予算（第２号）における臨時財政対策債振替加算相当額の減額分である。 オヨ ヘイセイ ネンド ホセイ ヨサン ダイ ゴウ リンジ ザイセイ タイサク サイ フリカエ カサン ソウトウガク ゲンガクブン

		※２		平成２４年度の法定加算等9,752億円のうち、2,150億円については、平成２３年度は歳出特別枠の上乗せ分に対応した加算として「別枠の加算」として計上、平成２４年度は同額の加算を行うことが既に法定化されていることから、「法定加算等」として計上。
 ヘイセイ ネンド ホウテイ カサン トウ オクエン オクエン





251220㉖確定（入力用）







				平　成　26　年　度　地　方　交　付　税　算　定　基　礎 ヒラ シゲル トシ ド チ カタ コウ ヅケ ゼイ ザン サダム モト イシズエ

				確定（25.12.20） カクテイ																																						（単位：千円、％） タンイ センエン



																		平 成 26 年 度 ヒラ シゲル トシ ド																		平 成 25 年 度 ヒラ シゲル トシ ド

										区　　　　　　　　　　　　　　　分 ク ブン																																備　　　　　考 ソナエ コウ						34,592,217,173		33,645,000,000

																		当 初 予 算 額 トウ ショ ヨ ザン ガク						増   減   額 ゾウ ゲン ガク						増 減 率 ゾウ ゲン リツ						当 初 予 算 額 トウ ショ ヨ ザン ガク

																		A						A - B     C						C/B(%)						B												推計値 スイケイチ		㉓当初 トウショ		国税達成率 コクゼイ タッセイリツ		成長率調整 セイチョウリツ チョウセイ		税制改正影響額 ゼイセイ カイセイ エイキョウガク		㉔名目成長率 メイモク セイチョウリツ		弾性値 ダンセイチ

				国



税 クニ ゼイ																																																		13,489,252,040

												所　　　　得　　　　税(a) トコロ トク ゼイ						14,790,000,000						892,000,000						6.4						13,898,000,000										所得税 ショトクゼイ		13,670,242,004		13,490,000,000		101.4%		98.6%		181,000,000				1.2

																																																						1,354,740,000

												酒　　　　　　　　　税(b) サケ ゼイ						1,341,000,000						-6,000,000						-0.4						1,347,000,000										酒税 シュゼイ		1,354,740,000		1,348,000,000		100.5%		100.0%		0		0.0%		1.2

																																																						9,197,738,519

												　　　　　　計　　　　　（ア） ケイ						16,131,000,000						886,000,000						5.8						15,245,000,000										法人税 ホウジンゼイ		8,728,290,289		7,792,000,000		119.7%		98.6%		(397,700,000)		0.0%		1.2

																																																						9,936,936,190

												法　　　　人　　　　税（イ） ホウ ジン ゼイ						10,018,000,000						1,304,000,000						15.0						8,714,000,000										消費税 ショウヒゼイ		9,942,976,881		10,199,000,000		98.8%		98.6%		6,200,000		0.0%		1.2

																																																						895,968,000

												消　　　　費　　　　税（ウ） ケ ヒ ゼイ						15,339,000,000						4,690,000,000						44.0						10,649,000,000										たばこ税 ゼイ		895,968,000		816,000,000		109.8%		100.0%		0		0.0%		1.2



												た　　　ば　　こ　　税（エ） ゼイ						922,000,000						-69,000,000						-7.0						991,000,000										※		国税達成率＝㉒決算／㉒補正 コクゼイ タッセイリツ ケッサン ホセイ

				一




般




会




計 イッ ハン エ ケイ		法

定

率

分 ホウ サダメル リツ ブン																																								※		成長率調整として「平成 23年度 の経済見通しと の経済見通しと 経済財政運営の基本的態度」（平成23年1月24日閣議決定）における平成23年度の名目成長率１．０％を「試算の前提」（平成23年7月25日内閣府）における平成23年度の名目成長率▲０．４％に置き換えるための率0.986を設定。 セイチョウリツ チョウセイ

												　（ア）×３２％						5,161,920,000						283,520,000						5.8						4,878,400,000

																																														※		㉔名目成長率は「試算の前提」（平成23年7月22日内閣府）より採用。 メイモク セイチョウリツ サイヨウ

												　（イ）×３４％						3,406,120,000						443,360,000						15.0						2,962,760,000										※		酒税及びたばこ税は成長率調整を行わない。 オヨ セイチョウ リツ



												　（ウ）×２２．３％（２９．５％）						3,420,597,000						279,142,000						8.9						3,141,455,000



												　（エ）×２５％						230,500,000						-17,250,000						-7.0						247,750,000



												　　　　法　定　率　分　計 ホウ サダム リツ ブン ケイ						12,219,137,000						988,772,000						8.8						11,230,365,000



										当該年度国税決算に伴う精算額 トウガイ ネンド コクゼイ ケッサン トモナ セイサン ガク								0						0						－						0



										過年度精算分（平成19、20年度分等） カネンド セイサン ブン ヘイセイ ネンド ブン トウ								-231,787,400						66,320,000						-22.2						-298,107,400

										平成20年度補正臨財債振替加算 ヘイセイ ネンド ホセイ リンザイ サイ フリカエ カサン

										相当額（12,410）の減額 ソウトウガク ゲンガク								-82,736,500						0						0.0						-82,736,500



												　　　法　定　率　分　計 ホウ サダム リツ ブン ケイ		①				11,904,613,100						1,055,092,000						9.7						10,849,521,100

						特

例

措

置

分 トク レ ソ チ ブン

										覚書に基づく加算額 オボエガキ モト カサン ガク								0						0												0						(644億円) オクエン

												臨時財政特例分 リンジ ザイセイ トクレイ ブン						0						0												0						(612億円) オクエン

												10年度特会借入金利子分 ネンド トクカイ カリイレキン リシブン						0						0												0						(   2億円） オクエン

												臨時税収補てん債分 リンジ ゼイシュウ ホ サイ ブン						0						0												0						( 30億円） オクエン

										旧法附則第４条の２第２項に基づく キュウ ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ モト

										加算額 カサン ガク								0						-215,000,000						皆減						215,000,000						法人税減税の交付税影響分の対応 ホウジンゼイ ゲンゼイ コウフゼイ エイキョウ ブン タイオウ

										法附則第４条の２第２項に基づく ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ モト

										加算額 カサン ガク								511,200,000						-46,900,000						-8.4						558,100,000

										法附則第４条の２第３項に基づく ホウ フソク ダイ ジョウ ダイ コウ モト

										加算額 カサン ガク								0						0						－						0



										法定加算の前倒し（㉖新規） ホウテイ カサン マエダオ シンキ								153,600,000						153,600,000						皆増						0

										乖離是正分加算額 カイリ ゼセイ ブン カサンガク

										（㉓新項） シン コウ								200,000,000						150,000,000						300.0						50,000,000

										地方税収の状況を踏まえた加算 チホウ ゼイシュウ ジョウキョウ フ カサン

																		610,000,000						-380,000,000						-38.4						990,000,000



										　		　　特　例　措　置　分　計 トク レイ ソ オキ ブン ケイ		②				1,474,800,000						-338,300,000						-18.7						1,813,100,000



								臨　時　財　政　対　策　加　算　額 ノゾム ジ ザイ セイ ツイ サク カ ザン ガク						③				2,643,831,750						-960,700,000						-26.7						3,604,531,750

						計　（①＋②＋③） ケイ

						（一般会計繰入） イッパン カイケイ クリイレ								Ａ				16,023,244,850						-243,908,000						-1.5						16,267,152,850

				特


別


会


計 トク ワカレル エ ケイ

										地方法人税（仮称） チホウ ホウジンゼイ カショウ				④				300,000						300,000						皆増						0

																																										地方交付税法第１９条第２項 チホウ コウフゼイホウ ダイ ジョウ ダイ コウ

										返還金 ヘンカン キン				⑤				13,432						13,432						皆増						0						及び第２０条の３第２項 オヨ ダイ ジョウ ダイ コウ



										特別会計借入金（償還分） トクベツ カイケイ カリイレキン ショウカンブン				⑥				-200,000,000						-100,000,000						100.0						-100,000,000

																																										利率 リリツ

高梨　嘉幸(008000): 無色に

										借入金等利子充当分 カリイレキン トウ リシ ジュウトウ ブン				⑦				-172,900,000						1,700,000						-1.0						-174,600,000						政府資金1.0％、民間資金0.6％ セイフ シキン ミンカン シキン



										剰余金の活用 ジョウヨキン カツヨウ				⑧				100,000,000						-100,000,000						-50.0						200,000,000

										地方公共団体金融機構の公庫 チホウ コウキョウ ダンタイ キンユウ キコウ コウコ

										債権金利変動準備金の活用 サイケン キンリ ヘンドウ ジュンビキン カツヨウ				⑨				0						-650,000,000						皆減						650,000,000



												　　計　（Ａ＋（③～⑨）） ケイ						15,750,658,282						-1,091,894,568						-6.5						16,842,552,850



										前年度からの繰越分 ゼンネンド ク コ ブン								1,134,864,317						914,971,109						416.1						219,893,208

				地方交付税 チホウ コウフゼイ

												　　　合　　　　　　　計 ゴウ ケイ						16,885,522,599						-176,923,459						-1.0						17,062,446,058

						内 ウチ

												　　　　　普通交付税 フツウ コウフゼイ						15,872,378,617						-166,320,678						-1.0						16,038,699,295						９４％



						訳 ワケ						　　　　　特別交付税 トクベツ コウフゼイ						1,013,143,982						-10,602,781						-1.0						1,023,746,763						６％＋返還金 ヘンカンキン



				＜参考＞国税六税の法定率分（①＋④）  サン コウ														11,904,913,100						1,055,392,000						9.7						10,849,521,100
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地方の財源不足額
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※１ 地方の借入金残高は、平成29年度までは決算ベース、平成30年度・平成31年度は見込み。
※２ ＧＤＰは、平成29年度までは実績値、平成30年度は実績見込み、平成31年度は政府見通しによる。
※３ 表示未満は四捨五入をしている。

地方財政の借入金残高の状況
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交付税特会借入金残高（地方負担分）

公営企業債残高（普通会計負担分）

臨財債除く地方債残高

臨財債

地方の借入金残高(企業会計負担分を除く)/GDP

兆円

年度

（参考）公営企業債残高（企業会計負担分）の状況

年度 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
公営企業
債残高 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24 23 23 22

（単位：兆円）

臨時財政対策債

交付税特会借入金残高

公営企業債残高

臨時財政対策債を除く地方債残高

ＧＤＰ比
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（56.3） （56.9） （58.8） （58.8）（59.0） （59.4）（60.2）（57.4）（57.8）（57.2） （59.0）
（55.8）

（58.0）
（60.3）

※ 地方財政計画ベース
※ 三位一体改革において、平成１８年度に、国税から地方税へ約３兆円の税源移譲が行われた
※ （ ）書きの数値は、水準超経費除きの交付団体ベース
※ 平成２４年度以降の地方税・地方譲与税等は、復旧・復興事業及び全国防災事業の一般財源充当分を含んだ額

（兆円）

（年度）

地方一般財源総額

（60.2）（60.3） （60.7）
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新経済・財政再生計画（抜粋）

○経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日閣議決定・抜粋）

財政健全化目標（※）と毎年度の予算編成を結び付けるため、基盤強化期間（2019～2021年度）内に編成される
予算については、以下の目安に沿った予算編成を行う。

①、② （略）
③ 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財
政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準
を確保する。

※財政健全化目標：
・経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化を目指す。
・同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

（臨時財政対策債関係）
・ 地方歳出についても、国の取組と基調を合わせて歳出改革等の加速・拡大に取り組む中で、臨時財政対策債等の
発行額の圧縮、さらには、臨時財政対策債等の債務の償還に取り組み、国・地方を合わせたＰＢ黒字化につなげる。

（基金関係）
・ 地方自治体の基金の考え方・増減の理由・今後の方針に関し、統一的な様式での公表を促すとともに、容易に比
較できるよう検討し、一覧化を目指す。

一般財源総額ルール ＜2019年度～2021年度＞

参考
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▲ 5.5 ▲ 5.3
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▲ 1.3
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▲ 6
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0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2015年度の目標
（▲ 3.3%）達成

2017年度 2018年度（見込） 2021年度（見込） 2025年度(目標) 2025年度(見込)

プライマリーバランス
（対GDP比）

▲12.1兆円
［▲2.2％］

▲15.2兆円
［▲2.8％］

▲7.6兆円
［▲1.3％］

黒字化
▲1.1兆円
［▲0.2％］

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日閣議決定）

○ 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化を目指す。
○ 同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

（推計値）

国・地方のプライマリーバランス（対GDP比）の推移と財政健全化目標
（「中長期の経済財政に関する試算」（平成31年1月30日内閣府）の「成長実現ケース」）

（実績値）

国・地方プライマリーバランスの財政健全化目標

2025年度の目標
黒字化

2021年度の中間指標
（▲ 1.5%）

（％）
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経済財政諮問会議の開催状況等

H31.1.18 第１回 経済財政諮問会議
・「安倍内閣６年間の成果」

・「経済財政諮問会議の今年の検討課題」

H31.1.30 第２回 経済財政諮問会議
・「金融政策、物価等に関する集中審議」

・「中長期の経済財政運営について」

・「その他」

H31.2.26 第３回 経済財政諮問会議
・「次世代型行政サービスへの改革」

・「地域活性化」

H31.3.27 第４回 経済財政諮問会議
・「Society5.0時代にふさわしい仕組みづくり（生産性、人的資本等）」

・「国際経済の変動に強い経済構造の構築に向けて」

H31.4.10 第５回 経済財政諮問会議
・「経済・財政一体改革（社会保障①）」

・「ジョブ型雇用時代の人的資本投資に向けて」

・「英国のＥＵ離脱の動向について」

H31.4.19 第６回 経済財政諮問会議
・「経済・財政一体改革（社会資本整備）」

・「地域活性化」

＜参考＞ 昨年度の基本方針関係日程

5.28 基本方針骨子案

6. 5 基本方針素案

6.15 基本方針閣議決定
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持続可能な地域社会の実現

【安定的な地方税財政基盤の確保】
・一般財源総額の確保 ・地方法人課税の偏在是正 ・地方行財政改革の推進

前提となる時代認識
Society5.0の到来 ／ 限界まで進んだ東京一極集中が孕むリスク、地方の疲弊 ／ 多発する災害

持続可能な地域社会の実現
～Society5.0の様々な可能性を活用する地域へ【地域力の強化】～

ICTプラットフォーム

Society5.0を支える技術

安心して暮らせる地域づくり

5G、光ファイバ等

担い手の確保就業の場の確保

生活サービスの確保

＜遠隔医療＞＜自動翻訳＞

＜災害対応ﾛﾎﾞｯﾄ＞

【地域コミュニティの維持】

【地域の安心・安全の確保】

若者たちの「生活
環境を変えたい」
という意識の変化

平成３０年１１月２ ０日
経 済 財 政 諮 問 会 議
石田議員提出資料（抜粋）
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「地域力」の強化（①地域コミュニティの維持）

○ 関係府省が連携して、就業の場の確保、担い手の確保、生活サービスの確保といった課題
に取り組んでいくことが重要。

○ 総務省としては、「総務省・地域力強化戦略本部」を設置して地域力強化に向けた取組を
推進するとともに、国民に向けた広報を展開。

○地域の強みを活かした「しごと」づくり
・「新技術×地域資源」による事業の支援
・地域の基幹産業の発展支援
・サテライトオフィスの推進

就業の場づくり

○「人生二毛作」の展開
・担い手不足に悩む地域ｺﾐｭﾆﾃｨ・地域産業と就職
希望者とのマッチング、地方公務員の人材活用

地域内外の人材の活躍促進
○「関係人口」の創出・拡大
・移住に至らない域外住民の地域への関与・関心を
創出・拡大する取組
※関係人口:定住人口でも交流人口でもない、地域と多様に

関わる人

○「地域おこし協力隊」の拡充

Society5.0に対応した自治体への転換

○AI等を用いたスマート自治体の全国展開

〔取組の例〕

地域におけるデータ利活用基盤の強化

：就業の場の確保 ：担い手の確保 ：生活サービスの確保

○５Ｇ・光ファイバ等の地域基盤整備
○IoTやAIなどデジタル技術の地域実装
○地域発のデータを駆使した課題解決や産業の創出
○ICTを活用した共生社会の実現
○ﾛｰｶﾙ局等による地域情報に関する番組の発信･海外展開
○ICTを活用した郵便局と自治体等の地域連携強化

参考平成３０年１１月２ ０日
経 済 財 政 諮 問 会 議
石田議員提出資料（抜粋）
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○ 持続可能な地域社会を実現する基盤として、多発する災害に備えた防災・減災対策をはじめ、
安心して暮らせる地域をつくる必要がある。

安心して暮らせる地域づくり（ハード）

○ 災害に対応できる人材の確保等
大規模災害の発生時において十分な職員派遣ができる体制の整備を推進
消防防災体制の充実強化





○ インフラの適正管理の推進
インフラの機能を適切に発揮できるよう、適正管理を推進

○ 地域社会の維持・再生
将来にわたり安心して暮らせる地域社会の維持・再生を図るため地方の自主的・主体的な取組を推進

安心して暮らせる地域づくり（ソフト）

「地域力」の強化（②地域の安心・安全の確保）

事業例：即効性のある小規模な河川改修
（整備前） （整備後）○ 災害の発生予防に資する防災インフラの整備

国でとりまとめる緊急対策に基づく事業とも
連携しつつ、地方団体が単独事業として実施する
河川、治山、ため池等の防災インフラの整備を推進
（地方財政措置の拡充を検討）



参考平成３０年１１月２ ０日
経 済 財 政 諮 問 会 議
石田議員提出資料（抜粋）
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「地域力」の強化（③安定的な地方税財政基盤の確保）
○ 持続可能な地域社会を実現するには、安定的な地方税財政基盤を確保することが不可欠。
このため、一般財源総額の確保、地方法人課税の偏在是正等に着実に取り組む。

一般財源総額の確保
○ 地方団体が自らの課題に自主的・主体的に取り組みつつ、安定的な財政運営を行えるよう、「新経済・財政
再生計画」を踏まえ、一般財源総額を確保。

○ 地方交付税について、財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう総額を適切に確保するととも
に、地方の財源不足を縮小し、臨時財政対策債に頼らない財務体質を目指す。

地方法人課税の偏在是正 地方行財政改革の推進
○ 本格的な人口減少社会を見据え、中長期の視点
も踏まえた地方行財政改革を推進。

地方公会計の活用、公営企業会計の適用拡大 等
<見える化の推進>

スマート自治体への転換 等
＜先進・優良事例の横展開＞

公共施設等の老朽化対策、水道・下水道の広域化 等
<効率化に資する賢い投資を推進>

【現状】
A市 B町 A市 B町

労働力制約の下でも

システム システム

AI・ロボティクスによる
自動処理など

情報システム等の
共通基盤（標準化）

職員による事務処理

重複投資をやめる

本来の機能を発揮

【スマート自治体】

カスタマイズ＝個別投資

スマート自治体への転換のイメージ

○ 都市も地方も持続可能な形で発展していくため
には、税源の偏在性が小さい地方税体系の構築が
必要。

○ 地方法人課税における税源の偏在を是正する
新たな措置について検討し、平成31年度税制改正
において結論。

＜地方法人課税に関する検討会 報告書のポイント＞
 地域間の財政力格差が拡大している状況等を
踏まえれば、新たな偏在是正措置が必要。

 新たな措置は、法人事業税を対象。
 譲与税化を基本として検討。
 偏在是正措置により生じる財源は、全額
地方のために活用。

参考平成３０年１１月２ ０日
経 済 財 政 諮 問 会 議
石田議員提出資料（抜粋）
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