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亀井委員

　次に、指定管理者の不祥事について少し何点か聞きたいんですが、つい先日、

県営住宅を管理していますかながわ土地建物保全協会の職員が、住宅供給公社関

連の入札関係情報を漏えいしたとの報道がありました。これは秘密の漏えいにな

るのですが、また資料入手をするということでの、この入手する媒体に関しては

部外者でも何か簡単にアクセスできるということで、二重に甘い状態だったんだ

なと。

　あとは、過去に職員の利用者に対する不適切な行為が報じられるということも

ありました。これは具体的に言うと、神奈川県総合リハビリテーションセンター

の福祉施設を利用する知的障害のある 10 代後半の女の子が、運営団体、要するに

指定管理者の臨時職員の男性 62 歳からわいせつ行為の被害を受けていたと。具体

的に言うと、臨時職員というのは施設を管理運営する指定管理者の神奈川県総合

リハビリテーション事業団だと。その職員なんですね。このような不祥事があっ

て、こういうふうなことが発生した場合に、県としてどのような対応をしていた

のか、まずそれをお聞きします。

行政改革課長

　指定管理者の不祥事については、事業者からの報告等に基づきまして、まず所

管課の方で状況を把握しております。不祥事の程度にもよりますが、まず、所管

課の方から随時モニタリングと指導を行いまして、それで改善が見られない場合、

または速やかに改善が必要な場合には、改善勧告書により期限を定めて勧告を行

います。事業者から提出された改善計画書を基に改善の指示を行い、指示に従わ

ない場合は指定の取消しや業務の一部停止を命じることになります。

亀井委員

　今お話しいただいて、指導を行ったり改善を図れなければ、改善勧告で、改善

計画を求めて改善の指示を行って、それに従わない場合は指定の取消しというこ

ともあると、そういうことなんですが、これまで本県で指定の取消しに至ったよ

うな事例があったら教えてください。

行政改革課長

　本県においては、改善勧告を行った事例はございますが、指定の取消しに至っ

た事例はございません。

亀井委員

　もし指定の取消しという形になった場合は、これからどうするか、その後どう

するかというのは何かルール決めみたいなものはありますか。

行政改革課長

　指定が取り消された場合ですが、県民サービスへの影響も勘案しながら、緊急

的な対応として非公募による指定管理者を指定するというのが現実的な対応にな



るのではないかと考えているところです。

亀井委員

　そういう形で管理運営をするというふうな話でありますが、そもそも事業者を

しっかりと見極めるためには、指定管理者を選定する段階でもやっぱりこういう

ことがないように、多分ないんでしょうが、万が一のことがあったときのために

も、選定する段階でもやっぱり確認ということが必要ですが、どのような手続を

行っているのかをお聞きします。

行政改革課長

　指定管理者の選定に当たりましては、まず募集要項の中で応募できない要件と

しまして、一般競争入札の参加を制限されているとか、競争入札の参加に関して

指名停止を受けている、または会社更生法等で再生手続をしている、または法人

県民税、法人事業税、消費税、地方消費税を完納していない団体、また神奈川県

から指定管理者の指定を取り消されて、その取消しの日から２年を経過していな

い団体、また神奈川県暴力団排除条例に定める暴力団等、こうした事業者につい

ては、応募できないという形で募集要項の中で整備をさせていただいております。

　また、併せまして、選定の評価項目として、事故防止等の安全管理体制、また

コンプライアンスについても事業者から提案を求めてそれを評価して選定させて

いただいているところです。

亀井委員

　要望させていただきますが、先日県外視察で訪れた熊本県では、指定管理者の

指定が取り消された場合に、公募によらない指定についても条例で規定している。

利用者にとっては現在の指定管理者が万が一取消しに至ったような場合に、同施

設がどうなってしまうかというのは大事な問題でもありますから、一定の明確に

見える化できるようなルールをこれからつくっていかなければいけないなと、そ

ういうふうに思います。

　次の質問なんですが、昨日、平成 26 年度税制改正大綱が示されまして、昨日の

今日ですから、基本的なところだけをお聞きするんですが、その中に地方税にお

ける最大の改正は、地方法人課税の見直しでありまして、これは消費税の引上げ

によって地方自治体間の税収格差が広がることについて、その是正のために法人

住民税の一部を国税化して地方交付税の原資にするほか、地方法人特別税の一部

を法人事業税に削減した上で存続するというものでありました。

　こうした見直しについては、本県や大都市圏の都府県が中心となって地方分権

の観点から反対してきたと承知しておるんですが、地方税財源に関する重要なこ

とですので、今回の税制改正大綱に示された地方法人課税の見直しについて数点

少しお聞きしていきたいと思います。

　まず、法人住民税の一部国税化の目的と概要を確認させていただきます。

税制企画課長

　まず、今回の見直しの目的でありますが、地方団体間の税源の偏在、とりわけ

法人税収の偏在というのは従来からも課題でございました。その中で、今般の消



費税率の引上げによりまして、都道府県は当然のことながら地方消費税が増加す

る。また、市町村も地方消費税交付金によって歳入が増えるという結果になりま

す。ただ、地方交付税の交付を受けている団体については、その増加分だけ地方

交付税が減る。したがって、収入全体としては全く変わらないということです。

　ただ、一方では、地方交付税を受けていない、いわゆる不交付団体については、

この地方消費税の税率引上げによる増収分がそのまま収入プラスになってくると

いうことでございまして、結果として地方交付税の交付団体と不交付団体の税収

格差が拡大するということがございまして、その是正のために今回地方法人住民

税の一部を国税化して、これを交付税としての原資として是正を図ろうというも

のです。

　この見直しの概要ですが、法人住民税、法人の県民税と法人の市町村民税合わ

せたものですが、この一部というのがおおむね報道等によりますと全国ベースで

約 5,800 億円というような数字が示されておりますが、これを国税化しまして、

この全額を地方交付税の原資にするということです。

　具体的には、法人住民税の税率を引下げるということでございまして、法人の

県民税は現行の５％を 3.2％に、法人の市町村民税については 12.3％を 9.7％に引

き下げるということでございまして、この引下げ相当を国税化して、地方法人税

という国税に振り替えるというものです。

亀井委員

　法人住民税の一部を国税化して、今言った地方法人税というものを創設される

と、本県の税収にどのような影響があるのか、また県内市町村の影響も含めてお

聞きしたいと思います。

税制企画課長

　本県の法人県民税の影響ですが、平成 24 年度の税収ベースに先ほど申し上げま

した税率の引下げ幅だけ、これは単純に計算いたしますと、約 130 億円規模の減

収が見込まれるところです。

市町村課長

　市町村税については、私の方からお答えさせていただきます。

　先ほど、税制企画課長の方からも申し上げましたように、標準税率 12.3％のう

ち 2.6％分が地方法人税に入ります。これを平成 24 年度の収入額から試算いたし

ますと、約 180 億円の減というふうに試算してございます。

亀井委員

　次に、地方法人特別税、今現在運用されています地方法人特別税については、

平成 20 年度から導入されたと承知しているのですが、これについての制度の概要

と、本県税収の影響等を確認させてください。

税制企画課長

　地方法人特別税ですが、これも地域間の税源偏在を是正するためのものでござ

いまして、税制の抜本的な改革において、偏在性の小さい地方税体系の構築が行

われるまでの間の暫定措置として平成 20 年度の税制改正で導入されたものです。



この内容としましては、県税であります法人事業税の一部を国税化しまして、こ

れを地方法人特別税と呼んでいるわけですが、その全額を各都道府県に人口と従

業者の数に応じて再配分するという仕組みです。

　本県の影響ですが、これも平成 24 年度の状況を申し上げますが、この事業税の

国税化によりまして、法人事業税は 996 億円の減収です。一方、この地方法人特

別譲与税として国から交付される額が 1,030 億円です。差し引き、譲与税が減収

額を 34 億円上回っているという状況です。

亀井委員

　34 億円プラスだということですが、地方法人特別税として本県から国に払う額

よりも、譲与税として国から本県が受け取る額の方が 34 億円多いということなん

ですが、本県は、この制度の言わば恩恵を受けているのですが、従来から本県は

この法人事業税への早期復元を求めていますよね。今現在 34 億円もプラスになっ

ていて、要するに早期復元を求めるというのは矛盾しているのではないですか。

税制企画課長

　お話のとおり、確かに現時点ではプラスになってございます。これは、見方を

変えますとそれだけ本県の法人税収がまだ低いレベルにあるというふうにも受け

取れると思います。したがいまして、今後本県の経済のエンジンが回りまして法

人税収が伸びてくると、マイナスに転じるというふうに考えてございます。ただ、

この問題はプラスかマイナスかといった問題ではないと考えてございます。そも

そもこの法人事業税という地方団体固有の自主財源を国が一方的に吸い上げて、

それを税収偏在の是正に使うということ自体が地方分権の考え方に全く逆行して

いるという、その仕組み自体が問題だというふうに認識してございます。

　したがいまして、本県としては、従前からこのプラス影響というのはあるのは

ありますが、本来地方税財政のあるべき姿、この筋を通そうということで反対し

ているという状況です。

亀井委員

　今現在の法人税収がこれから伸びてきたときに、県がプラスになる、県が今回

この 34 億円のプラスがどんどん減っていってマイナスになる可能性もあるので、

そういうことで反対ではなくて、要するに抜本的なこの国税と地方税の在り方、

あと広域自治体してのやっぱり自主財源の在り方ということですよね。

　今回この法人住民税から 5,800 億円、これを国税の地方法人税にします。多分

国はその代わりと思っているのでしょうが、国税である地方法人特別税から 600

億円、法人事業税にすると。これ消費税が 10％になったときには多分なくなるの

かなとも思っているのですが、このような措置をされたのですが、これを含めて

県としてこの改正内容を総括的にどのように受け止めているのか、再度お聞きし

たいと思います。

税制企画課長

　全体としての受け止め方ですが、今回の法人課税の見直し、団体間の税収格差

の是正ということが目的ですが、そもそもこういった税収格差の是正は、地方交



付税で対応するというのが本来の姿であります。したがいまして、本来、国の責

任において、地方交付税の原資になっております所得税ですとか法人税ですとか

そういった国税５税の交付税算入率を引き上げるなどして、きちんと地方が必要

とする総額を確保するという対応が求められると考えてございます。

　本県としましては、地方分権を実現するためには、地方の仕事量に見合った税

源を確保するということが何より大事ですので、地方団体間の偏在が、税源偏在

が少なくて安定的な地方税制、こういったものをきちんと構築していく必要があ

ると考えてございます。

　したがいまして、今回の見直しについては、全く地方分権、私どもの考え方と

逆行するものですので、今後もきちんと安定した偏在性の少ない地方税体系が構

築されるように、国税、地方税も含めた抜本的な税制改正、改革、こういったも

のと、それから併せて課税自主権がきちんと保障されるような制度改革を求めて

まいりたいと、このように考えてございます。

亀井委員

　最後の質問で、県費負担教職員の給与負担等の見直しについてということです

が、これも皆さんいろいろ前に質問された会派の方々が質問等されているので、

それに対して少し補足的なことも含めて何点か質問させていただきたいと思いま

すが、先ほど自民党さんの質問のときに、まず県費負担の教職員制度の見直しに

係る財政措置の在り方に関する合意の中で、県費負担教職員の給与負担事務が都

道府県から市町村に移譲されることに対する財政措置として、都道府県、指定都

市の双方にとって財政運営への影響を最小限とすること。すなわち、財政中立を

基本として国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを前提として道府県か

ら指定都市に個人住民税所得割２％の税源移譲が行われることに合意するという

ことです。

　先ほどの話だと、市民税と県民税で 10％の中で、市民税６％、県民税４％、そ

れが２％の移譲ですから、市民税８％、県民税２％になるという単純な計算で、

そんなに変わらないんだから、別に余り大勢に影響ないと、おっしゃるとおりだ

と思うのですが、これ水源環境保全税の問題があって、プラス 0.025％を県民税の

方に付けた形ということで理解してよいのですよね。

税制企画課長

　御指摘のとおり、水源環境保全税で今現行の４％に 0.025％の税率を上乗せして

ございますので、現在の税率で申し上げければそういった形になろうかと思いま

すが、これはまだ具体に法制度が改正されたわけではございませんし、今この問

題については平成 29 年度目途に準備を進めていこうということですので、その段

階になったときのことになりますので、実際に移譲されたときにどうなるかとい

うのは、今明確に御答弁というのはできないかと考えております。

亀井委員

　あと、先ほど２％の移譲に関して総体的に変わらないんだから、税自体は変わ

らないんだが、税以外に変わることってないですか。



税制企画課長

　先ほど、個人の住民税の中でのお一人の方の負担は変わらないというふうに申

し上げましたが、確かにお話にありますように、この住民税というのを全部承知

しているわけでございませんが、様々な使用料ですとか利用料ですとか手数料等

の基準として、住民税の所得金額なり税額というものが用いられると承知してご

ざいます。したがいまして、例えばその課税所得であれば全く問題ないわけです

が、仮に税額、特に市民税額そのものを何か基準にしているようなものがありま

すと、これはそのままですと影響が出てくるというふうに承知しております。

亀井委員

　次の質問に入らせていただきますが、今回県費負担教職員の給与負担等の見直

しについて、税源の移譲がされるということなんですが、現状における試算とい

うことで構いませんので、県税、地方交付税、臨時財政対策債が、それぞれどの

くらいの金額が本県から指定都市に移転することになるのかというのを少しお聞

きしたいと思います。

財政課副課長

　平成 24 年度の決算ベースで試算いたしますと、本県における影響、移譲額は県

税ではおおむね 1,400 億円程度、臨時財政対策債がおおむね 200 億円強、地方交

付税等がおおむね 100 億円弱と見込んでいます。

亀井委員

　そうすると、臨時財政対策債、先ほどから議論になっていますが、臨時財政対

策債が減少することになりますよね。資料によると、平成 25 年度で大体このプラ

イマリーバランス的に言うと 558 億円のマイナスになっているのですが、これが

要は臨財債の 200 億円、要するに減るということは、マイナスが 358 億円にとど

まるということにもなるのかなと思っています。そうすると、やはりプライマリ

ーバランスの改善というか、平成 30 年度までにプライマリーバランスの黒字化を

目指すということなんですが、今の 200 億円という額というのは非常に大きいと

思っているんですね。そうすると、やっぱりこのプライマリーバランスの黒字化

に関しては、平成 30 年の目標でありますが、前倒しをすべきではないかと思うの

ですが、それはいかがですか。

資金・公営事業組合担当課長

　確かに委員御指摘のように、臨財債が減るということはプライマリーバランス

は赤字は縮小する、黒字に向かうという方向で作用することになります。実際に

平成 25 年度の段階で 550 億円から大体 350 億円の赤字幅の縮小ということなんで

すが、しかしながら、現実に県債の発行規模というものを考えていきますと、そ

の時々の財政状況、それから地方財政措置、大きく左右されるという状況にござ

います。また、現在、社会保障制度改革をはじめ、臨時財政対策債の取扱い、こ

れにつきましても今後の自治体の財政運営に大きな影響を与える制度改正自体が

議論されているというようなことでございまして、現時点で前倒しが達成できる

かどうかということは、大変恐縮ながら確たることは申し上げられないというよ



うな状況です。

　ただ、こうした状況の中にありましても、当然県債管理目標達成に向けまして、

施策事業の見直しですとか、まずは本県独自の取組を進めて県債発行を抑制して

いくと。併せまして国に対して臨時財政対策債廃止、地方交付税の復元というよ

うなことを強く求めてまいりたいと考えてございます。

亀井委員

　臨財債が減るというのと、これから公債費が増えてくる可能性がございます。

そうすると、私、前回の質問で申し上げたんですが、何もしなくても、ほら見て

ください、プライマリーバランスを黒字にしましたよということが現実問題とし

て実現できる可能性が高まっているのではないかなと思うんですね。ですが、今

おっしゃっていただいたように、県独自の取組とかやっぱりこの臨財債の再度の

見直し、事業の見直しということでしっかりと努力をしていただきたいんです。

こういう努力をしたからプラスになりましたということを是非言っていただくこ

とを要望して、質問を終わります。


