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平成 28 年第 1回定例会	 行財政改革・地方分権特別委員会	 

	 

平成 28 年 3 月 8 日	 

亀井委員	 

	 まずは、中期財政見通し案は先行会派もやられていますが、私も何点か、も

しかしたら重複するかもしれませんが、その時はまた再度御答弁いただければ

なというふうに思っています。	 

	 まずは、何回も御答弁を頂いていたとは思うんですが、この冊子の12ページ、

推計結果のところで、政策的経費が平成 28 年度当初予算では 3,498 億円、平成

29 年度から 32 年度までは 3,450 億円と一定になっているんですね。これは、先

ほどもどなたかからもおっしゃっていらっしゃったと思うんですけれども、今

後、インフラの老朽化対策もあるし、耐震化対策もしなければいけない。あと、

オリンピック・パラリンピックの話も出ていましたが、さらに国直轄事業の負

担金なんかも、これから増えていくということが予想される中で、この推計結

果が平成 29 年から 30 年度の４箇年に関して、一定に推計をしたというのはな

ぜなんでしたか。	 

財政課長	 

	 この政策的経費の推計につきましては、基本的にはまず、かながわグランド

デザインの第２期実施計画のプロジェクト事業費、また新まなびや計画なども

あります。現時点で算定し得る事業費を、まず全て見込んでいるという前提で

ございます。	 

	 ただ、現時点で想定し得る事業費ということなので、今後、毎年毎年事業が

進捗していくと、それはだんだん目減りしてくるということになります。では、

目減りしたまま推計値を置いていいかということになりますと、今、委員言わ

れたように、これからオリンピック・パラリンピック対策であるとか、あと公

共施設の老朽化対策、こうしたものの財政需要は必ず増えてくることが見込ま

れます。ただ、これが幾らになるかという見込みは、今全く立たない状況にな

ってございまして、そうしたこともございまして、推計値を、今見込んでいる

分を自然体で減らしていくということではなくて、現在見込んでいる部分にベ

ースを置いて、それをそのまま同じ水準に、今後５年間置かせていただいたと

いう、見込みをさせていただきました。	 

亀井委員	 

	 今回の予算案を見ても、知事の例のミュージカルの話とか、あとは県民に対

してストレートにすぐに答えが出ないヘルスケア・ニューフロンティアの話と

かということで、予算づけもされているわけです。知事の考え方もこれからど

ういうふうな考え方になるか分かりませんが、その辺のところをしっかりと検

討していただいた結果、財政だとかも含めて。このようになったということで

よろしいんですか。	 

財政課長	 

	 基本的にはグランドデザインの第２期実施計画のプロジェクト事業、また新

まなびや計画、そうした形で打ち出しているものについては、見込めるものは

見込んだということでございます。	 
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亀井委員	 

	 今後は、どうなるか分かりませんけれども、今現在のしっかりとした計算が

できるそういうふうな検討の上で、数値を並べたということのようですが、分

かりました。それは理解させていただきます。	 

	 次に、県有財産の有効活用なんですけれども、貸付けとか広告掲載料による

活用を一層推進するというふうに書いてありますね。これは、要するに貸付料

等の収入を増額していくという話なんですけれども、これ、今までも頑張って

いたと思うんですよ、一層推進というと、どういうことなんでしょうか。もっ

と頑張るという話になるんですかね。具体にはどのような形をとるんですか。	 

財産経営課長	 

	 県有地、県有施設の貸付けの関係ですけれども、実績を申し上げますと、平

成 28 年の１月末現在で、貸付料が約９億 4,000 万円になります。このうち主た

る貸付けとしては、庁舎への自動販売機の設置の貸付料、これが約７億 1,000

万、それから庁舎等の駐車場のコインパーキング化、これはトータルで約１億

6,000 万になります。	 

	 それからもう一つ、広告掲載の関係ですけれども、これは県のたよりですと

か、県のホームページのバナー広告、これらに企業広告を掲載することによっ

て、約 5,700 万円ほど広告料を頂いております。	 

	 これまでの取組、自動販売機にしても、駐車場のコインパーキング化にして

も、委員おっしゃったように、かなり積極的に取り組んできましたので、今後

については、これを更に拡大していくということなんですけれども、なかなか

爆発的に設置箇所を増やしていくということは難しいかなというように考えて

います。	 

	 そういった中で、例えばコインパーキング化については、県の方からこの施

設でコインパーキング化してくださいということだけではなくて、民間事業者

から、この県有施設でコインパーキング化をしてみたいというような提案を頂

くことによって、コインパーキング化の施設を増やしていくというようなこと

を今考えています。	 

	 それから、広告掲載ですけれども、今後の新たな取組としては、今本庁庁舎、

改修工事をやっていてなかなか事務室の場所とか分かりにくくなっていますけ

れども、こちらの庁舎案内の表示をデジタルサイネージということで、これは

いわゆる電子看板というものですけれども、これを導入しまして、ここに企業

広告を掲載することによって、広告料を頂くと。こういった取組も非常に地道

な取組でありますけれども、進めていきたいというふうに考えております。	 

亀井委員	 

	 もっと頑張るとかいうことですが、これは例えば維持費もかかりますね。や

っぱり不動産を持っていれば。そういうことで、これからそういうことを考慮

すると、もっと売却に拍車がかかるということも考えられるんですか。	 

財産経営課長	 

	 県有地の売却のお話ですが、平成 24 年度の緊急財政対策推進以降、積極的に

売却していきまして、４年間で 550 億円を超える売却収入を計上してまいりま

した。その結果、例えば県立高校ですとか、職業技術校、それから職員公舎、
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こういった大型な跡地だとか、非常に立地条件の良い県有地、これはもう残り

少なくなってきたというのが現状でございます。	 

	 従いまして、平成 28 年度以降、なかなかその売却収入をこれまでのように多

く見込めるというは難しいのかなというふうに考えております。	 

亀井委員	 

	 次の質問なんですけれども、13 ページのところに、先ほどもこれは聞かれて

いるので、御答弁の方も一緒かなと思うんですけれども、要するに地方法人税

の地方税の復元なんですね。地方法人税の創設によりまして、地方税の一部を

国税化して地域間の税収確保是正を図るものとしたと。地方分権に関して極め

て不適切だという御答弁がありましたけれども、これ、神奈川県内の 33 市町村

だとどうですか。この地方法人税の取組によって、そのうち赤字になるだろう

というのは、先ほどあったと思うんですが、もう一回確認させてもらっていい

ですか。	 

市町村課長	 

	 県の試算と同じ方法で、神奈川県内の市町村を推計しますと、まず法人住民

税の 9.7％から６％への引下げの影響として、約 338 億円の減額になります。し

かしながら、県の方から法人事業税交付金が市町村に移行されますので、その

プラスの分が 196 億円。ですので、マイナス約 338 億円とプラスの約 196 億円

の増収で、差し引き約 142 億円の減収となります。	 

亀井委員	 

	 それは神奈川県の 33 市町村、全部なんですか。	 

市町村課長	 

	 ええ、トータルでなります。	 

亀井委員	 

	 これは個別には大体どのくらいの黒字になって赤字になるか、何割ぐらいが

赤字になるかって分かりますか。	 

市町村課長	 

	 全ての団体で、ほぼマイナスになります。ただし、消費税が２％引上げにな

りますので、その分地方消費税の交付金の増収分として、33 市町村合計で 457

億円の増収がありますので、最終的に法人市町村民税の国税化による減収と、

交付金の法人事業税交付金の増収に、合わせて今申し上げました、地方消費税

の交付金の増分となって、トータルではプラスになります。	 

亀井委員	 

	 大体何割ぐらいの自治体が黒字になるかなと思ったんです。それは分からな

いですよね。いいです。	 

	 これ、例えば神奈川県もマイナス、赤字なんですね。横須賀市もこの間神奈

川新聞に載っていましたけれども、市長が何か憤慨していたみたいですが、こ

れ全国的にはどんな感じになると思いますか。	 

税制企画課長	 

	 横須賀市の市長の発言を新聞で確認をさせていただいたところ、吉田市長は、

この国税化によって、横須賀市は減収 14 億円。ただ一方で交付税原資化になっ

て交付税で返ってくるものがあるので、差し引きでは 3.5 億円の減収というこ
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とで、10 億円ぐらい交付税は取り戻せるというような試算になっているんだと

思います。	 

	 偏在是正ですので、地方全体で見れば減収と増収はやはり中立と思うんです

が、都市部の団体だとか、そういうところでは減収が発生するというのは、そ

の分が地方に行っているんだろうと思います。偏在是正は必要だと思うんです

が、やはりやり方として地方税を国税化して配付し直すのはおかしいというこ

とは、やはり主張していかないといけないので、偏在是正そのものを否定する

わけではありませんが、やり方としていかがですかということは、引き続き国

に対して申し上げたいというふうに考えてございます。	 

亀井委員	 

	 税収の話は、今御答弁いただいたように、国に働き掛けていくと。一生懸命

国にしっかりと物申していきますという話ですね。大体税収の話ですからこう

なりますと、国に言っていくんだという話で、頑張りますという話なんですけ

れども、これ多分全国的に見ると、都市部と地方部で、この地方法人税を導入

したことによって、数的にはもしかしたら税収がプラスになる自治体が多いん

じゃないかなというふうに思うんです。	 

	 そうすると、国に対して物を申す時に、少数派の意見がなかなか通らないよ

うな状態になっちゃうのかなと。どういう形で交渉しているか、どのような場

で交渉しているか私は分からないんで、それはなかなか明確には私も言えない

んですけれども、そうすると、国に対して働き掛けていくというのは、よく分

かるんですけれども、本当に少数意見を通さなきゃいけないというふうな、そ

ういう環境に置かれるのかなと思うんですが、具体的にどのように国に申して

いるんですか。	 

税制企画課長	 

	 全国知事会の動きを申し上げますと、どちらかというと法人住民税を国税化

して、より交付税化を進めてくださいということが多数意見になっていますの

で、全国知事会に行けばそうなっているという状況があるんです。ただ、神奈

川県でありますとか、東京、大阪、愛知だとか都市圏にある団体は、そもそも

財源不足を、まず拡充、充実するのがやるべきことだということで、それは別

途、昨年の 11 月に総務大臣に対しまして、東京都知事をはじめ、本県は黒岩知

事が対応しましたけれども、直接話をしに行って、こういう制度はやめていた

だきたいというような主張は別途させていただいてということで、取組をさせ

ていただいています。	 

亀井委員	 

	 引き続き本県のことを考えると、今課長がおっしゃったような形で頑張って

いただかなければいけないかなというふうに思いますので、よろしくお願いし

ます。	 

	 また、この中期財政見通し案の方に戻らせていただいて、本県の寄付文化の

醸成ということが書いてありますね。これ寄付文化を醸成するということは非

常に大事だなというふうに思っていて、なぜかというと、今正に動物保護セン

ターの話題があって、平成 27 年は１億円の基本的寄付を集めようと思っていた

のが、集まった数は 3,000 万円ですね。しかし、収支を考えると、支出の部分



 5 

で 1,500 万円ぐらい使っちゃっていますから、大体 1.5 割ぐらいしか集まって

いないことなんですよ。	 

	 平成 28 年度の目標は３億円なので、これをじゃあ１億集めるのに大体 10 分

に１ぐらいしか集まっていないものを３億円集められるのかというふうな議論

になっちゃっているんだと思うんですが、本当にだから寄付文化の醸成という

のは必要なんですけれども、ここに書いてあるんですけれど、寄付文化の醸成

というものを、具体的にどうやってやるんですか。	 

財政課長	 

	 私ども、もともと本来は寄付というのは、県の施策を応援したくださる方、

事業に共感していただける方から寄付を頂くというのが本来の趣旨であると考

えています。ただ、一方で個別の寄付先ということではなくて、県全体の寄付

の状況で御説明申し上げますと、今ふるさと納税という仕組みの中で、寄付を

個人の方から頂く一方で、県としては税収が寄付の控除という形で、一方で減

収といった形で出てきている部分も結構多く出てきております。	 

	 今、委員言われたように、個別のそれぞれの事業のために寄付を集めるため

のコストということよりは、やはり県として税の控除による減収という部分も、

なかなか課題として認識しなければいけないという中で、本来は神奈川県を応

援したい、神奈川県の施策に共感するという方から寄付を頂くというような趣

旨だけれども、それにお礼の気持ちのあらわし方として、何か感謝の気持ちの

表明の仕方としてできないかということで、この４月から、体験型のツアー、

いわゆるふるさと納税ですと返礼品をいろいろ地域の名産品のカニですとか牛

肉ですとか、いろいろ配るというのがもっぱらネットとかでは有名になってお

りますけれども、本県は、そうした返礼品競争からは一線を画して、いわゆる

体験型のツアーを、寄付を頂いた方に神奈川らしいお礼の気持ちのあらわし方

として進めていこうかなと思っているところでございます。	 

	 それによって、寄付がどれだけ増えるかという皮算用ということではないん

ですけれども、やはり期待している部分はございますけれども、どちらかとい

うと返礼品ということではなくて、返礼のツアーということで、神奈川に実際

に足を運んでもらって、神奈川の魅力を実感、体感していただいて、それをま

たいろいろな方に広めていただいて、またはその方にはリピーターになってい

ただいて、それを県内の経済の活性化につなげていければというところで考え

ているところでございます。	 

亀井委員	 

	 これは皆さん方に申し上げるようなことじゃないかもしれませんけれども、

これ、本当に寄付文化の醸成というのをやっていかないと、個別、固有名詞を

出してしまってあれですけれども、動物保護センターの話で、結局集まりませ

んでした。結局一般財源を使わせてくださいという話になった時に、今まで寄

付してくれた方というのも、何だ一般財源でやるんだったら、初めからやらな

きゃよかったなという話になるし、実際にそういうところを見ていかないと、

県の要するに負担が増えてくるんじゃないかなと思うんですね。	 

	 ですから、その辺のところは皆さん方への話じゃないかもしれないけれども、

県全体の課題として、是非御認識いただきたいなというふうに思いますので、
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よろしくお願いします。	 

	 最後なんですが、19 ページですね。	 

	 この先ほども質問があったとは思うんですけれども、県費負担教職員の給与

負担等の政令市への移譲なんです。これは、長年の懸案事項だったことが、先

ほどの御答弁でもありましたけれども、ようやく決着が付いたというふうな話

になりましたが、これは、財政的な見地からどのように見ていますか。	 

財政課長	 

	 財政的な見地から申し上げますと、これは正直言って、これによって一気に

義務的経費の比率が大きく落ちるということではございません。具体的には義

務的経費の割合は 82.6％から 80.5％に下がるにとどまると。これは全体の予算

規模が大きいというところもございまして、影響としてはそのぐらいになって

しまう。ただ、人件費の比率につきましては、今の 36.3％人件費比率があるわ

けですが、これは 28.7％ということで、比率は落ちます。	 

	 このねじれの解消というのは、私どもの立場から財政的見地で、今財政運営

上はそう、歳入歳出それぞれ同じ額落ちるので、影響はないというお答えです

けれども、そもそも論として、やはり任命権と給与負担、これがねじれている

というところが長年の課題であったもので、それがようやく解消されるという

ことが意義深いことだと考えております。	 

亀井委員	 

	 人事権とお金の話がちょっとねじれちゃっていますし、さらに今課長がおっ

しゃったように、結局負担も減るんだけれども、それだけ県に入ってくるお金

も減るので、プラスマイナスゼロかなという話でした。	 

	 それで、ちょっとお聞きするんですけれども、これから政令市の方に移譲し

ましたという話になって、政令市も今、これからは要するに少子高齢化がどん

どん進んで、人口が減っていきますね。そうすると、学校の児童・生徒の数も

減っていきますよね。おのずと教員の数も減りますよね。そうすると、このス

キームがこのまま通っていった場合は、政令市が得しちゃうのかなと思うんで

すけれども、その辺はどのように考えていますか。	 

財政課長	 

	 基本的に、これは個人住民税の所得割２％相当という設定、移譲の設定が政

令市も本県もどちらも損も得もしないようにという水準でございます。政令市

におきましても、全部が税収で教員の人件費を賄える状況ではないというのは

全国的な状況でございまして、そのあたりは、やはり地方交付税、これ臨時財

政対策債を含む部分もあろうかと思いますけれども、そこでの調整というのが

今後出てくる部分もあろうかと思います。	 

亀井委員	 

	 そうすると、これ教師の増減にかかわらず、このスキームで全然問題ないと

いうことでよろしいんですか。	 

財政課長	 

	 全国政令市を有する 15 道府県の業務の中で、政令市を含めてこういう合意に

なってございますので、そのあたりは問題はないものと考えております。	 
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亀井委員	 

	 臨時財政対策債も含めた交付税措置がされるという話なんですけれども、例

えばこの図から見ると、個人住民税という収入があって、支出的には要するに

人件費かなと思っているんですよ。個人住民税から人件費を引いた、もしマイ

ナスになっちゃった場合は、交付税措置はされるのかなと思っているんですけ

れども、これは、要するにプラスになれば交付税措置がされないので、この帯

のこのグラフはそのまま、要するに踏襲されるということでよろしいんですか

ね。	 

財政課長	 

	 教職員が何人いるかということで、もちろん人件費が決まりますので、この

帯の尺自体は伸び縮みは出てくるものかと思っております。ただ、移す税源は

２％ということで考えております。	 

亀井委員	 

	 伸び縮みするということなんですけれども、これ、個人住民税の額と人件費

の額というのが、要するに基準というか、計算する方法が一緒だった場合は、

もちろん引き算がそのまま成立するんだけれども、個人住民税と人件費の計算

の仕方が違っていた場合、基準が違う場合、その場合というのは、今課長がお

っしゃった答弁のようにいかないと思うんですけれども、それはいかがですか。	 

財政部長	 

	 見通しになるかと思いますけれども、仮に将来生徒・児童数が減ってきた場

合、このグラフで申しますと、まず義務教育費の国庫負担金が減るかと思いま

す。それから、当然地方交付税の部分も歳入が減ってくると。だけれども、お

っしゃっているのは、税収はそれまでどおり収入がされてしまうのではないか

ということだと思いますけれども、この部分は一般財源として今までございま

すので、そのまま横浜市の財源として残る、政令市の財源として残るというこ

とで、そこに問題はないものというふうに考えております。	 

	 また、仮に例えば政令市のいずれかの市が不交付団体ということになれば、

この地方交付税という部分は、交付されませんので、それぞれの団体によって

この事情は変わってくるものと思います。	 

	 そもそも、このモデルですけれども、全国的なモデルとして制度設計される

時には、この政令市の一般財源部分の６割が税であって、４割が地方交付税だ

というのが、全国的なスキームでございます。しかしながら、本県の場合には、

税収の割合がもともと大きいという、全国的な団体で比較しても大きいという

事情がございまして、本県の場合実に９割近くが税で、事業運営されますけれ

ども、全国的なスキームは、実はこれ６割という制度設計ということで、やは

り団体ごとに事情が違うということでございますので、今後、少子化で子供が、

小・中の数が減ってきたとしても、このスキーム上問題はないものと考えてご

ざいます。	 

亀井委員	 

	 ちょっと細かな重箱の隅をつつくような話になってしまってかもしれません

が、分かりました。是非これによって、県が損しちゃったというふうなことに

ならないように、その辺のところもしっかりと見定めていただきながら進めて
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いただくことを要望して、質問を終わります。	 


