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亀井委員

　私からは、今年度、来年度の財源不足への対応とともに、今後の財政運営の在

り方等について何点か再確認させていただければと思います。

　まずは、今年度は先ほどの御説明のとおりで、300 億円の財源不足からスタート

しました。これに関しては、追加の給与削減の措置ですとか地方交付税が増収し

たということで、190 億円の確保の目どはついたんだが、残り 110 億円に関しては

この資料の中では御説明がないのでもう一度確認をさせてください。

財政課長

　確かに、現段階では 110 億円の財源不足という御報告をさせていただいてござ

いますが、現段階では確たる財源確保の目どがついているというところではござ

いません。しかしながら、県税収入については、平成 25 年３月期の企業収益が好

調で、更に消費も回復傾向にあるということもございますので、そういった法人

二税ですとか地方消費税の税収実績が当初の見通しを上回って推移しているとい

うところもございます。

　私どもとしましては、今後の税収増、これをまずは期待していきたいと思って

ございますが、また、110 億円のうちの 100 億円が企業庁からの借入金でございま

す。これは当初予算に計上しているものでございまして、もちろん最終的にはで

きるだけ借り入れないようにしたいとは考えてございますが、これを仮に財源と

して組み込んだとすれば残る不足は 10 億円ということになります。今後は効率的

な財政運営に努めまして、まず 10 億円、そしてできるならば 110 億円の財源確保

に努めてまいりたいと考えているところでございます。

亀井委員

　細かいことを特に突っ込んで話を聞くことはないのですが、残り 10 億円という

ことですね。10 億円どうするのという話ではないのですが、これは例年執行残も

大体 50 億円とか 100 億円ぐらいの執行残が出るので、少し気楽に構えているよと

いう話なのですかね。

財政課長

　先ほど、例えば県税収入という比較的楽観的なお話もさせていただきました。

しかし、これも現在の、今後の経済状況によってはどう変動するかというのは分

かりません。言ってみれば、今後の収支については、やはりいまだに予断を許さ

ない状況であるという、そういう認識に我々が立っていかなければいけないとい

うふうに考えます。

　そういう意味では、この上半期を過ぎた、今後下半期以降の財政運営、これを

どうしっかりしていくかによって生み出されてくる財源、これもまた変わってこ

ようと思ってございます。以降、気を抜くことなく堅実な財政運営に努めていく

中で、できるだけの財源を獲得していくということが私どもに課せられた使命で



はないかと考えているところでございます。

亀井委員

　次の質問ですが、先ほどの御説明でもありましたように、平成 26 年度は 900 億

円の財源不足が予想されて、平成 25 年度でさえ 700 億円に関しては今みたいな話

になってまだ足りていないよということなんですね。そうすると、平成 26 年度の

当初予算の財源確保というのはより厳しいなと思うのですが、今の段階で答えら

れる範囲で構いませんが、平成 26 年度予算に関しての財源不足、財政当局として

はどのように対応していこうと考えていますか。

財政課長

　平成 26 年度に見込まれる財源不足に関しましては、まず平成 25 年度当初予算

に反映いたしました緊急財政対策による人件費、それから施策事業、補助金、そ

の見直しの削減効果が、現段階の試算でございますがおおむね三百数十億円あろ

うかと考えているところでございます。これが平成 26 年度にも継続して見込まれ

るのではないかと考えているところでございます。

　そうしますと、現在 900 億円というふうに昨年度試算してございましたが、仮

にそれをベースにした場合、まだまだ五百数十億円足りないということになりま

す。現在、来年度当初予算編成前の作業といたしまして、各局からヒアリングを

しながら概算の所要額を集計してございまして、その結果については依命通知に

おいてお示ししてまいりたいと考えてございますが、いずれにしても多額の財源

不足がまだまだ予測されるというところでございます。

　そこで、平成 26 年度の当初予算編成に向けては、まず引き続き緊急財政対策に

基づきます施策事業の抜本見直しを更に続けてまいりたいと思いますし、その上

で予算編成作業はこれからですので、この作業を通じまして徹底した事業精査、

これを行ってまいりますし、知恵と工夫によって経費を削減する、あるいは新た

な民間資金も含めた資金調達を図っていくと、こういった対応を進めまして、全

庁を挙げて財源確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

亀井委員

　引き続きの御努力をお願いしたいと思います。

　先ほども何人かの方々が聞いていらっしゃったのですが、この８月に県有施設

とか、あと、都市基盤整備を合わせた公共施設全体の維持修繕コストについて、

公共施設の見える化として公表されまして、維持修繕コストに関しては、平成 54

年度までの 30 年間で１兆 2,400 億円、ピーク時の平成 45 年から 49 年に関しては

4,800 億円の維持修繕コストがかかりますよということでしたが、財政運営という

観点からどのように考えて、どのように対処していこうとしていますか。

財政課長

　確かに、私どももあの報告を拝見したときにはショッキングでございまして、

将来どういった財政運営に影響があるのか、これは大変なことだという認識を持

ちました。県といたしまして考えられることは、およそ３点あるかと思ってござ

います。



　まず一つが、建て替え時期ですとか、それから修理修繕の優先度の精査を行う

ことによりまして事業費の平準化を行っていくということ、また、もう一点が効

率的な方法の工夫などをすることによって事業費の圧縮に努めていくということ、

それから、これはもう一つ、これは県民の方々との議論が必要になりますが、既

存の公共施設そのもの、これがどこまで必要なのか、必要でないのかということ

をさらに緊急財政対策でも抜本的にゼロベースから検討すべきと、そういう立場

で検討はしてまいりましたが、今後こういう数字が示されたことでございますの

で、また改めて今後の公共施設の在り方につきまして検討、それから県民の皆様

と御議論していく中で必要な施設、あるいは場合によっては優先順位の低い施設

等々、これを仕分けしていくということもまた必要な作業になってくるのではな

いかと考えているところでございます。

亀井委員

　是非、今おっしゃっていただいたような形で優先順位を付けていくと。あと、

公共施設も、例えば、橋を落橋するまで使うというよりかは、前倒しでしっかり

と維持修繕をしていかないと余計なコストがかかってしまうと思うので、その辺

のところをしっかりと優先順位を付けながら、前倒し、前倒しで是非お願いして

いきたいと思います。

　あと、こういうコストがこれからかかっていくとなるとやはり民間の活力がど

うしても必要でないかと思うのですが、民間活力もしっかり踏まえた上で、公民

でウインウインの形で経済対策を持っていかなければいけないと思いますが、そ

のことに関してはどのようにお考えでしょうか。

財政課長

　委員お話しのとおり、これからは全て公共で賄うということが果たして可能か

どうかということであれば、これは全て公共が丸がかりでやりますということ自

体不可能だと思ってございます。したがいまして、公共が公共としての役割を果

たさなければいけないものについては、公共の果たし得る範囲内でそれは公共の

役割を果たすと。しかしながら、例えば運営ですとか、あるいは整備という面で

民間のお力をお借りするような手法を講じていくということも一つあろうかと思

います。

　また、公共と民間が同様なサービスを提供しているような場合がある場合、こ

れについては、果たして公共が引き続きそのサービスを提供していくべきかどう

かということについて、厳しい精査というものが必要になってくる。逆に言えば、

民間の皆様に何とか更なるサービスの提供をお願いするような手法を考えていく

ということも、これまた必要になってくるかもしれません。

　そういった形で公共と民間、必要な役割分担、連携を図りながら、効率的なイ

ンフラの運営をしていく必要があろうかと考えているところでございます。

亀井委員

　今の質問の関連なんですが、先ほども少し出ていましたが、平成 27 年度以降の

義務的経費の推計ということでグラフがあるんですね。この中には、介護・措置・



医療関係費とか公債費とか義務的経費が増えていく中で見える化しているという

ことはよく分かるんですが、この中にもやはり今私が申し上げた維持修繕コスト、

これだけかかっていると、１兆円とか２兆円という単位でかかっているので、こ

れを盛り込んでいくべきだと思うんですが、この財政推計を行っていく上でこれ

からどうしていくかを含めた形で考えていくのかどうかということも併せてお聞

きしたいと思います。

財政課長

　大変厳しい御質問をいただきました。義務的経費についての将来推計をお示し

しました。その中身については、今委員御指摘のとおり、公債費、人件費、介護・

措置・医療関係経費の３分野でございます。それに今般、公共施設の維持運営費、

維持管理費、これが多額にかかるということが分かったものでございます。した

がいまして、今後の義務的経費といいますか、固定的にかかる必要な経費、これ

については的確に捉えていく必要があろうかと思ってございます。

　一方で、社会保障関係経費については、現在、御案内のとおり社会保障制度改

革が進められておりまして、その動向によって大きな影響が生ずることが予測さ

れてございますが、今の段階では確たる情報を得られているところではございま

せん。

　また、平成 25 年度に時限を迎える臨時財政対策債、この存廃についても現段階

では明らかになっていないということもございまして、公債費の見込みにこれは

大きな影響が及びますので、その動向も注視していく必要があろうかと思ってご

ざいます。

　こうしたように、現時点では推計に大きな影響を与える国の制度改正の内容が

不透明だという、こういった事情もございます。こういった点が明らかになった

時点で今回、委員御指摘の推計結果も取り込んで見直していくということもやは

り検討していく必要があろうかと考えているところでございます。

亀井委員

　質問は以上ですが、知事が言うように地域経済のエンジンを回すと、そして、

県土の均衡ある発展とおっしゃっている中で、この推計を見るとやはり収入の部

分があるところから一定になっているんですよね。もちろんこれは地方交付税の

算定とか、どのぐらい入ってくるかということもボリューム的には非常に大きい

から分からないという部分があるかもしれませんが、そういうこともやはり知事

の言っていることをどうこれから施策に反映していくかということも踏まえて、

さっきの入りと出の話ではないですが、その辺のところもしっかりとした管理を

やっていただくことを要望して、質問を終わります。

参考人からの意見聴取及び質疑

（学校法人山梨学院山梨学院大学法学部政治行政学科、大学院社会科学究科教授

　今村　都南雄氏）



亀井委員

　２点ほどお尋ねしたいんですが、まず１点目は、先生はじめ道州制も大都市制

に関しても、住民自治の観点からいずれもメリットに欠けますよというお話をい

ただいて理解しました。

　そうしますと、団体自治という観点からもメリットに欠けるということでよろ

しいですか。

今村参考人

　いえ、そこまで言っていません。御承知のとおり、地方自治の本旨を構成する、

団体自治プラス住民自治、どっちの自治を先に出すかで分かれますが、地方自治

の本旨を実現する上では二つの要素が必要だと。

　私は、団体自治の役割を担っているということが極めて重要であるという認識

を持っています。これは、地方議会を住民自治の根幹をなす地方議会という言い

方に対してはおかしいと。地方議会は団体自治の上でも根幹をなしているんだと。

それが自治事務であるか、法定受託事務であるか、国の各省庁がやっている事務

について、介護保険法であれ、何の事務であれ、それを自治体として地域の実情

というのをどう反映させるか、そういう自治の姿は非常に重要なんですね。

　だから、団体自治というのを抜きにした地方自治というのは、私は考えていま

せん。現実は、圧倒的に団体自治が優越している自治の姿になっていると私は理

解しております。だからこそ私の考え方としては、住民自治、団体自治を否定す

るのではなくて、そこと匹敵するようなウエイトを持つ住民自治の資格、仕組み、

内容を整えていくのが充実した地方自治のためには必要だという、そういう認識

に立っているということです。

亀井委員

　もう一つ、先ほどから自主財政権の話を、臨特税の話を交えてお話しされてい

て、司法判断に関してもちろんいろいろな考え方があって、この場では司法判断

の話は先ほど先生がおっしゃったとおりであると理解したんですが、私は今度の

臨特税の話で、司法判断はさておいて、一番納得いかないのは総務省の対応なん

ですね。総務省の許可を得てやったという話ではないと思います。総務省といろ

いろ話合いをしながら臨時特例企業税をやりますという話で進んでいったことが、

いざ判決が出たときに、要するに総務省から神奈川県ははしごを外されてしまっ

たという感覚なんですね。

　これはいろいろな要素があるとは思うんですが、先ほど先生から、広域自治体

というのは憲法上の制度というとこまではいっているという、話としては非常に

少数派という観点だから、憲法上の制度として広域自治体を当てはめていかなけ

ればいけないんだという御主張だと思うんですが、私もそのとおりだと思うんで

すが、そうなると、憲法上の制度という形がなかったがために総務省の対応が出

てきてしまったのか、もしそうだとしたら、例えばこの憲法の第８章の地方自治

のところですね、第 92 条から第 95 条の話を、憲法改正が今いろいろ話合いのそ

上に上がるか上がらないかみたいな話になってしまっている中で、この８章をど



のような形で、加筆するなり何かしたことによって自主財政権を尊重できるよう

な立場になるのかなということを少しお聞きしたいと思います。

今村参考人

　この憲法改正、私は反対論者なものですから、やはり国民主権の国をつくる、

その宣言したのは日本国民ですね。あの憲法を、実際はともかく、ロジックの上

ではつくったのは国民で、そのとき私は、もう 1941 年生まれなものですから生ま

れていたので、これは我々の子孫も含めた日本国民ですが、国民がああいう国民

主権の新しい国の形をつくった。それから、第９条についても、戦争放棄したの

は時の内閣というか、日本国ではなくて日本国民が戦争放棄をしたわけですから、

ですから私も放棄したんですね。というふうに私は頭の上では理解しますと、ロ

ジックですね。これは非常に重大なことでございます。

　なかなか今の疑問、御指摘のような観点から、たったの 103 条のうちの第８章

の４箇条、条文を増やすことだけでいいのか、財政の方の条文に書き加えるかど

うかはともかく、できればそういう部分の工夫があってもいいなと。今、各政党

が出しているものでは全然そういう部分は出ておりません。悲しいと思っている

ところで、こういうことが言えるのではないかなと。

　ただ、今の御質問の中で非常に私とポイントが合うのが、実は今度のこちらの

臨特税の違反判決だけではないんですね。総務省は地方自治体をコントロールす

る相手として見ていますから、例えば課税自主権についても非常にリジッドな考

え方をお持ちだと。いかに充実した自主財政権を充実させる方向への発想は持た

なくなっているんですね。

　ですから、それは現行の地方自治を考えると、総務省がどういう役割を果たす

か、私ももちろん総務省と財務省で交付税どうなるかなんていって、それは総務

省の応援団に入ります。減らされたら困る、地財計画、これから年末にかけてど

うなるかという関心を持ちます。そのときは総務省の応援団気取り、サポーター

になりますが、地方自治全体を充実させることを考えていくとあるべき自治をす

る上では、総務省というのは多々問題を抱えると。

　にもかかわらず、総務省自治行政局が内閣総理大臣の諮問機関である地方制度

調査会の事務局を担わざるを得ないという矛盾があるわけです。これはどこも担

えないんですね。そういうことになっていますので非常に難しい問題だなと。そ

れを総務省が果たすべき役割ということで、クールに議論ができるような状況を

早くから生み出すことが必要ではないかと。実は、この自主財政権や何かについ

ても、今の時点では正に総務省がどう判断するかというのが鍵になっている。だ

から、先ほど少し言いましたように、他の司法の判決まで行く前にもっと違う手

立てが講じられたのではないかと申し上げたのはそういうことでございます。


