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延期しました 

○ コロナ禍の自治体財政、2022年度予算の課題（下）平 岡 和 久 ２ 

公民連携事業研究会―公共施設の管理・運営の民間化を考える－ 

◆ 日  時 ２０２２年３月１２日(土)１３:３０～    

◆ 会  場 パルティとちぎ３０２研修室 

◆ 助言者 三橋伸夫宇都宮大学名誉教授・研究所理事 

◆ 内 容 県内で進む PFIや指定管理者制度など公共施設の管理・運営の民間化

の現状を交流し、今後の調査研究事業の進め方を考えます。 
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第 19期とちぎ自治講座 (2021.11.20)   

コロナ禍の自治体財政、2022年度予算の課題（下） 
平 岡 和 久(立命館大学教授) 

 

■ 骨太方針 2021、来年度予算  

来年度に向けては、今年の骨太方針が６

月に出ました。来年度予算に通じる方針を

掲げています。そこでは骨太方針 2018で掲

げた財政健全化目標を堅持するということ

をまず出しております。そして 2022年度か

ら 2024年度までの３年間について、これま

での３年間の基盤強化期間と同様の歳出改

革努力を継続するとしています。そしてグ

リーン、デジタル、地方活性化、子供・子

育ての４分野への重点的な資源配分を行う

ことになっています。骨太方針で厳しく歳

出改革努力を継続する一方で今度の経済対

策のバラマキがあって大分違和感がありま

す。恒常的な経費については抑制路線を続

けて、経済対策の補正予算でバラマクとい

うのがコロナ禍で非常に顕著になっている

わけです。 

そこでの一番の問題は、経常的な毎年度

毎年度の予算には人件費が入っていますの

で、そこを切り詰めると自治体職員をどん

どん減らしていくことになるわけです。そ

こをアウトソーシングしていく。さらにデ

ジタル化も含めてどんどんやりなさいと。

それで臨時的なバラマキのところには人件

費に充てませんから大盤振る舞いをすると

いう構図になっているということです。そ

れによって、少なくなった自治体職員が膨

大な補正予算の事業執行の対応に必死で追

われるというのが目に見えるわけです。補

正予算を組まれて、年末から年始にかけて

大変な過重労働を自治体職員は強いられる

だろうと私は予想します。片や従来型の財

務省寄りの歳出削減路線は続いています。

これを本当に岸田さんが修正できるのかと

いうと、できないだろうと私は思います。 

自治体にとって重要な地方一般財源総額

の実質同水準ルールは 2024年度まで継続す

るとしています。だからバサっと切ること

はしない代わりに増やさないということで

す。昨年度の水準を下回らないように実質

同水準を確保すると、だからバサっと切ら

れて息ができないようなことはないのだけ

れど、じわじわとやると。何故なら社会保

障の経費は国全体では自然増が６、７千億

円あり、その内には地方負担分があります。

だから実質同水準というのは自然増分を含

めて考えると実質抑制しないといけないと

いう話になるのです。ここが見なければい

けないところです。財務省の概算要求の基

本的な方針では自然増が 6600億円くらいあ

るとしています。これをいかに抑えていく

かという話を来年度予算編成で相変わらず

やっているわけです。 

 

■ 総務省「令和 4年度地方財政の課題（2021年 8月 31日） 

総務省の概算要求では、地方交付税は

17.5 兆円プラス事項要求（東日本大震災関

係）でほぼ前年度並みということになって

います。それで 8 月末に総務省の「令和 4
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年度地方財政の課題」が出ましたが、そこ

では①「感染症への対応、活力ある地域社

会の実現等の重要課題への対応」、②「地方

の一般財源総額の確保」、③「デジタル・ガ

バメントの推進と財政マネジメントの強化」

の 3 つが打ち出されています。そしてデジ

タル化の見える化とか公共施設等の適正配

置や老朽化対策、公営企業会計の適用拡大、

それから水道・下水道の広域化等の公営企

業の経営改革、こういうのを全部称して

「財政マネジメントの強化」を改めて方針

として打ち出して、これを来年もガリガリ

やりますよということが表明されているわ

けです。こういうこととともに補正予算で

いっぱい事業をやらなきゃいけない、公共

部門が弱体化して職員体制が非常に大変な

状況で本当にやれるのかということです。

そういうことを全然考慮しないのが、「新し

い資本主義」なのです。このような公共部

門の弱体化を反省して改めるというのであ

れば分かるのですが、そうではないという

ことです。 

 

■ 岸田政権と「新しい資本主義」 

岸田さんが肝いりで幾つか会議を作り、

その中で最も基本となるのが「新しい資本

主義実現会議」ですが、そこで緊急提言が

出ています。こう書いてあります。「現在、

世界各国において、持続可能性や『人』を

重視し、新たな投資や成長につなげる、新

しい資本主義の構築を目指す動きが進んで

おり、我が国が持続可能性や人的資本を重

視するこの動きを先導することを目指す」。

総裁選で新自由主義からの脱却と言ってい

たのにその言葉自体もなくなっていて、専

ら成長戦略優先で付け足しで分配戦略があ

るということで、完全に成長戦略優先論で

す。「成長と分配の好循環の起爆剤として、

まずは成長の実現が重要」と書いておりま

す。そして地方活性化については、「デジタ

ル田園都市国家構想」なるものを掲げて、

このための会議ができていますので、自治

体にどう影響するか今後注目しなければい

けないと思います。分配戦略については、

例の賃上げを行う企業に法人税を減税する

というわけですが、何で減税する必要があ

るのでしょうか。内部留保が一杯貯まって

いるのですから賃上げすればいいだけじゃ

ないかと思います。それから、看護、介護、

保育などの収入を増やしていくため、公的

価格評価検討委員会を設置するということ

で、新聞報道にあるように微々たる引き上

げというのが昨日の経済財政諮問会議で出

ておりました。 

 

■ 次の感染拡大に向けた取り組み全体像（2021年 11月 12日） 

11月12日に「次の感染拡大に向けた取り

組み全体像」というのが打ち出されており

ます。医療体制の強化で今年の３割増しの

入院ができる体制を構築するとか、臨時医

療施設等は今年の夏の４倍弱の 3400人分と

していますが、これでは全然足りません。

自宅･宿泊療養者が 23 万人を想定している

のにそれはないでしょうと思います。この

うちの自宅療養者はどれくらいになるので

しょうか。自宅療養で自宅放置にしないよ

うに臨時医療施設を整備しなければいけな

いのに、そうなっていないのです。宿泊療

養者に医療機関が連携したりして対応する

から大丈夫だとしているのですが本当に大
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丈夫でしょうか。宿泊療養施設は 6.1 万室

ですから 17万人は自宅療養を想定している

わけです。これでいいんでしょうかという

ことです。和歌山県は自宅療養ゼロで貫く

といっています。政府は臨時医療施設を本

気でやるつもりはないということです。 

ワクチン接種は先程言いましたように、

追加接種は欧米は 6 ヶ月に変更で、韓国は

感染拡大の中で４ヶ月で３回目接種に変わ

りました。にも拘わらず日本は８ヶ月です。

大丈夫でしょうかということです。 

第６波の兆候を下水検査で見極めるとい

うようなことが打ち出されています。これ

をちゃんとやって兆候を見極めて、そして

下水検査で感染が拡大している地域があれ

ば集中的にＰＣＲ検査でやっていくという

ことをやればいいのでしょうが、そういう

方針にどうもなっていません。単に都道府

県の判断で無症状者に無料の検査ができる

となっているのです。都道府県知事に責任

を負わせるということです。これでＰＣＲ

検査抑制論の知事かそうではないか知事か

がハッキリと分かってきますけれども、政

府として腰が引けています。諸外国ではＰ

ＣＲ検査を大幅拡大して、いつでもどこで

も無料でという方向になっているにも拘わ

らず、都道府県の判断で検査をやってもよ

いというだけになっています。 

感染状況を判断する新たな基準では、医

療逼迫状況に重点を置いた形になっていま

す。医療逼迫していたら、それから対策を

したら後手に回るのが分かっているのに経

済を回すのが優先になっており、新たな基

準に対しても批判も出てきているわけです。 

・経済財政諮問会議の議論動向 

経済財政諮問会議の 11月 9日の有識者議

員の意見ですが、ここの議論も受けて経済

対策が決定されたわけです。そこでは短期

と中長期的な課題に分けましょうと言って

います。短期の課題は「安心確保」だとい

うことですが、問題は足元で「ワクチン・

検査パッケージ」で社会経済活動の活性化

を図って、水際対策を段階的に見直してビ

ジネス往来を正常化すべきとしていること

です。有識者議員というのはその内の 1 人

が東大教授であと３人は経済界から出てい

ますから「ビジネス往来正常化」に傾いて

いるわけです。マイナンバーの活用という

のも入っています。経済界にとってみると、

マイナンバーカードを普及させてビジネス

に持っていきたいということがあるわけで

す。それから中長期的な課題として、低下

してきた生産性を引き上げて現役世代の可

処分所得を拡大する取り組みというなかで、

民間のアニマルスピリッツとか新浪さんが

言っているそうですけども、デジタル・グ

リーン・人材への徹底した投資、そして価

格転嫁の円滑化と現役世代の社会保障負担

の軽減ということをやっていくという提言

をされていて、それを受けて昨日経済対策

が出ました。 

 

■「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」2021年 11月 19日 

昨日出された経済対策です。事業規模で

は 78.9兆円といっていますが、実際の財政

支出規模はもっと少ないのです。財政支出

55.7 兆円となっていますが、今まで使い残

した分とか来年度予算の分も入っています

から今度の補正予算は 31.9兆円で一般会計

は 31.6兆円です。それも含めてＲ４年度当

初予算と合わせて「16 ヶ月予算」の考え方



 

５ 

 

でやりますということになっているので、

来年の当初予算は目新しいものはありませ

ん。今年は予備費が 5 兆円ですが、来年も

予備費がそれくらい出てくるぐらいです。

そして市町村の対応が求められる事業が多

く含まれています。ただちょっとよく分ら

ないのは今年の地方交付税が増額するとな

っていて、これがどうなのか、増額しても

らったらそれはそれでいいと思いますが、

これが不明ということです。多分増額して

も補助事業の裏負担に充てられるだけで、

今年から正規職員が増えるということは多

分ないでしょうからあまり期待は出来ない

と思います。仕事をやらせて裏負担の分だ

け交付税が増えるということかもしれない

のです。そして成長戦略や分配戦略、防

災・減災・国土強靱化における各府省の事

業が盛りだくさんで、どんどん各省が事業

を「ぶっ込ん」できているとに思います。 

財政支出 55.7兆円というけれど、その内

の国・地方の歳出が 49.7兆円、うち国費が

43.7兆円、うちＲ３補正予算は 31.9兆円で

一般会計 31.6兆円ということです。あとは

財政投融資がある。だから国費 43.7兆円と

31．9 兆円の差額は今まで使い残していた

分を使うというのと来年度予算の分とかい

ろいろ混じっています。だから補正予算は

結局一般会計 31.6兆円で仕事をするのだと

見ておけばいいわけです。財投で大学ファ

ンド 10兆円、そのファンドは利益を上げて

返さなければいけません。そういう話です。 

・新型コロナ感染拡大防止、社会経済活動 

再開と次なる危機への備え 

経済対策の新型コロナ感染防止では、地

方創生臨時交付金は時短要請がこれからも

あるだろうから、それに対する協力金分も

ありますが、協力金以外でも多分単独事業

分もプラスされるのではないかと思います。

ここら辺が補正予算でどうなるか。それか

ら原油価格高騰対策への特別交付税があっ

て、財政問題としてはこのへんはチェック

する必要があります。給付金は市町村を通

じて給付しろという話なので、子育て世代、

住民税非課税世帯とかマイナポイント、生

活困窮者自立支援金やセーフティーネット

強化交付金とかいろいろ入っています。そ
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してＧｏＴｏ トラベル再開等々が入ってい

て、いろんなイベント開催支援などがいっ

ぱい入ってるのです。それから社会経済活

動を行う際のＰＣＲ・抗原定性等検査を来

年３月末まで予約不要、無料でできるよう

支援といっていますが、この具体策がＰＣ

Ｒなのか抗原検査どっちなのかも含めてよ

く分らないところがあります。 

・「新しい資本主義」の起動 

「新しい資本主義」の起動として、成長

戦略では大学ファンドやクリーンエネギー

自動車支援、ＤＸ推進などが目白押しです。

デジタル田園都市国家構想にも交付金が講

じられるそうです。デジタル田園都市国家

構想推進交付金とか地方創生テレワーク交

付金が来るそうです。また、ハード整備に

ついては地方創生拠点整備交付金がありま

す。補正予算の交付金は 10割補助になりま

す。通常予算の地方創生交付金は５割補助

です。今コロナ対策はほぼ 10割補助です。

こういうものがバンバン来るわけです。こ

れを議会でちゃんと議論、審議できるのか

ということです。 

分配戦略は、非常に心許ない状況です。

賃上げを行う企業に法人税をまけてやる必

要はありません。利益をため込んでいるわ

けですから賃上げをすればいいじゃないか

と思います。それから保育士とか看護師ほ

んの僅か引き上げるということですが、こ

れも公定価格を引き上げるだけで、例えば

民間保育所の委託料中に入ってくるだけで、

実際に給料を上げるかどうかはそこの保育

所が決めるわけです。今でも民間保育所へ

の委託費がどう使われているか給料にどれ

くらい支払われているかというのは全然チ

ェックされていませんから、本当はそうい

うのも全部調べて議会で問題にしなければ

いけないのです。だから今回などは例えば

民間の保育園でどうなっているかとか調べ

ていく必要があるかもしれません。 

・防災・減災・国土強靱化 

それから防災・減災・国土強靱化では公

共事業のオンパレードです。国土強靱化な

どは通常予算でやればいいではないかと思

います。 

 

■ 緊縮政策・集権的地方財政改革と自治体 

こういう路線というのは、前からの緊縮

政策や集権的地方財政改革の延長線でもあ

ります。だから一部分配戦略とかいって少

し違った色を出すのですが、それは微々た

るもので分配戦略を本当にちゃんとやるの

かどうか。あとは従来型の成長戦略でアベ

ノミクスと同じようなことをやっていく。

違うのはＤＸです。デジタル化は猛烈にや

っていて、個人情報をいっぱい取ってきて、

それを使おうというわけです。 

従来型の地方経費抑制路線は転換されな

くて、お金が欲しかったらふるさと納税で

稼ぎなさいという話です。それはずっと続

いています。ふるさと納税は引き続き非常

に大きな問題であります。東京都や横浜は

取られるばかりで、ふるさと納税は勘弁し

てくれという状況です。ふるさと納税額は

総務省が制度改正してちょっと横ばいにな

りましたけれども、また上がっています。 

 

 



 

７ 

 

■ 自治体戦略 2040構想研究会第ニ次報告 

自治体行政のデジタル化を進めるという

のがこの報告書の一つの大きな柱になって

います。スマート自治体への転換です。そ

のキモというのは、各自治体それぞれがカ

スタマイズしたシステムが重複して非効率

なので共通化そして標準化を図り、さらに

ＡＩやロボティックスによって自動処理し

て、職員は半分でできるような自治体にし

てくださいということです。小さい自治体

はそれが出来なければ、圏域行政で中心都

市が全部デジタル化を担いますので任せて

くださいというように打ち出しました。 

 

■ ＡＩ・ビッグデータをどうみるか 

ＡＩ・ビックデータをどう使うか、使わ

れ方次第では、一つは個人情報が危険にさ

らされるという問題と、もう一つはそこで

集まったビックデータがモデル次第で数学

破壊兵器になるということがアメリカなど

のいろんな例で大変な問題が起こっている

わけです。ＡＩを使った教員評価が同僚の

評価と全然違っていたとかも起っています

し、ある地区は犯罪を犯す確率が高いとか

そういうモデルで地域間の差別を助長する

とか、何より戦略的軍事技術としても位置

付けられています。こういうＡＩ・ビック

データをどう見るかということです。そこ

はよく議論しなければなりません。もちろ

ん人々の生活を非常に大きく助ける可能性

もあるのですが、同時に公害の経験と同じ

ように技術革新をもたらす経済活動が新た

な社会的費用や社会的損失をもたらす危険

性があるということです。そういう社会的

費用や社会的損失というものをどのように

一つは内部化していくか、もう一つはそう

いう損失が起こらないように予防していく

ことが不可欠であると思います。 

総務省の自治体のＡＩ導入状況調査では、

都道府県・指定都市は何らか導入していま

すが、ＡＩでも導入する分野とか程度とか

あるので実態はよく分りません。都道府県、

指定都市以外のところではまだ導入検討中

とか予定がまだないというところも結構あ

ります。 

ロボティックス、ＲＰＡの導入状況も都

道府県、指定都市はかなり進んでいるよう

です。ただ進んでいるといっても何かの分

野で導入していたらＡＩ導入自治体にカウ

ントされるので、全面的に導入が進んでい

るということとは違います。 

どういうところに導入しているかという

ことですが、議会の議事録は特に問題ない

かもしれません。あとは音声のテキスト化、

定型的な問い合わせへのチャットボットに

よる応答、これもどこまで行うかによると

思います。ただし、かなり踏み込んだとこ

ろまでチャットポットでやると問題が生じ

ると思います。議事録を作るとか限定した

範囲でのチャットポットとかいうのはそれ

ほど大きな問題にはならないかもしれませ

ん。しかし分野によっては非常に大きな問

題になるところがあります。今問題になっ

ているのは、顔の画像を認識するとかそれ

で本人確認するというものです。それは総

務省も問題があるといっています。住民の

生活に大きな影響を与えるような、例えば

ケアプランをＡＩで作らせることは大きな

問題が出てくるということが指摘されてい

ます。ＡＩといってもいろいろな区分があ

って、いわばソフトウェアをちょっと複雑
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にしたようなものでゲーム理論を応用して

保育所の入所の決定をするというタイプで

は、一応そのメカニズムは職員がちゃんと

辿ればまだちゃんとチェックできるという

ことがあります。しかし、所謂ディープラ

ンニングで AIによる判断メカニズムがブラ

ックボックスになって、どうしてこういう

判断・決定がされたか分らないというのは

大きな問題になるかと思います。 

2040 構想の段階では、いろいろ危険性が

指摘されていましたが、デジタル庁が発足

しましたからいよいよ現実のものになるか

もしれないということが懸念されてくるわ

けです。例えば小規模自治体ですと、ＡＩ

を導入できないので、広域連携で一緒に導

入しましょうという話になるでしょう。ベ

ンダー（※システムの開発会社）がプレゼ

ンに来て広域で一緒にやりませんかと、そ

したら安くなりますよとやってきます。或

いは中心都市のところで請け負いますから

ということで周辺の自治体は中心都市に任

せる。中心都市といっても結局はベンダー

に任せるわけです。さらには国の機関の府

省についても、実はアプリはベンダーが作

ってそのアプリを自治体に投げるというこ

とが起こってくるのではないかとおもいま

す。さらにそれを圏域マネジメントで中心

都市が担うということで、府省の施策を忠

実に執行するだけと、何が起こっているか

中心都市の自治体以外は何も分らない。さ

らには中心都市の自治体も実際にはベンダ

ーの企業に丸投げということが起こりかね

ないわけです。それで知らないうちに住民

のいろんなサービスとかが左右されてしま

うということが起こりかねないだろうと思

います。 

それともう一つ歯止めを掛けなければい

けないのが、プライバシーの問題です。 

 

■ スーパーシティ法の危険性 

スーパーシティ構想がいよいよ動き出し

ています。これは竹中平蔵氏が打ち出した

もので、当初は憲法違反のミニ独立政府を

作るということで、これはひどすぎるとい

うことで修正されたのですけれども、国家

戦略特区の枠組みでやっていくということ

です。一応憲法違反にならないようにする

ということでしょうけれども、規制所管大

臣に規制の特例を求めてバンバンやってい

くという枠組みになっているわけです。現

在全国で３１の自治体が手を挙げています。

一回提案をして突き返されて、多分夏に再

提案をしている段階のようです。これから

来年にかけてどう動き出すかというのは様

子を見た方がいいかもしれません。 

 

■ 自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画の策定 

５年間の対象期間の中で全ての自治体で

ＤＸ計画を策定をしなさいということにな

っています。ＤＸ計画においてＣＩＯとか

ＣＩＯ補佐官というのを民間企業から迎え

ると、その民間企業の人が司令塔になって

何やっているか分らないということになり

かねません。 

・デジタル庁と集権的行政デジタル化 

デジタル庁というのはトップダウン色の

強い組織で、行政法の白藤先生はデジタル

改革関連法とデジタル庁の設置が法治国家

の転形と内閣総理大臣の「隠れた大統領化」
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をもたらす恐れがあると指摘されています。

国家機構の性格を大きく変えるようなこと

になるのではないか。デジタル庁のトップ

は岸田首相が務めて、各府省の上に来るわ

けです。デジタル化に関する権限は全部デ

ジタル庁に集中しています。要するに総理

大臣に集中するということになるわけです。

こういう強い権限を持つデジタル庁が発足

したということです。デジタル化に関して

自治体研究社からも本が出ております。堤

さんの本とともに参考文献にあげた本多先

生と久保さんの『自治体 DＸでどうなる「地

方自治の未来」』が最近出ておりますので、

ぜひそれもお読みいただければと思います。 

最近、「アジャイル・ガバナンス」という

考え方が政府の経済産業省の会議なんかで

も紹介されています。つまり、民主主義と

いうものはデジタル化時代ではやっていけ

ないということで、臨機応変にガバナンス

はやっていかなければならない。目標を設

定しても目標が環境変化の中でどんどん動

いていくのだから、行政や議会で順序立て

て審議していたら物事が進まないので全部

すっ飛ばせという考え方なのです。だから

これは議会否定の考え方にもなります。こ

ういう考え方が日本だけでなく国際的にも

出ているわけです。ちょっと注意しなけれ

ばいけないと思います。企業から来たよう

な人が司令塔になって、議会をすっ飛ばし

て環境がどんどん変化したらそれに応じて

目標を変えてドンドンやればいいんだとい

う話になってくる。要するに民主主義では

もうやっていけないという考え方が出てい

るということです。 

総務省の「デジタル時代の地方自治のあ

り方研究会」が開かれておりまして、そこ

で第 2 回研究会で竹中教授（竹中平蔵氏と

は別人）という方が「コロナに十分対応出

来ないのは何故か、国・都道府県・市町村

が独立しているからだ」と主張しています。

要するに地方自治の否定です。だから改善

策は国・都道府県による市や区への指示権

限を明記することだとしており、さらには

保健所を直轄化しろと言っています。要す

るに集権国家を作ってやれということです。

一方では規制をとっぱらってスーパーシテ

ィが推進されていますが、もう一方では強

権的に地方自治なんかがあるからうまくい

かないのだといっているわけです。こんな

ことが総務省の研究会で堂々と議論されて

いるということにも注意しなければいけな

いと思います。 
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■ 地方一般財源総額抑制策からの転換を 

地方一般財源総額抑制策からの転換を図

ることが課題なのに、これだけの岸田内閣

の経済対策の大盤振る舞いの中でも、経常

的な公務員を減らすとかアウトソーシング

するという路線は全く転換されていません。

むしろどんどん自治体ＤＸで効率化して、

さらにその情報を産業に提供していけばい

いのだ。こういう成長戦略はアベノミクス

からほとんど変わっていないのです。それ

がメインになっています。典型例が大阪で、

医療や保健所行政が抑えられた結果これだ

けの被害や死者が出てしまったかというこ

とを反省して、それから転換を図るのかと

いったら、そういうことはさらさらないと

いうのが大きな問題だろうと思います。 

財務省は、一般財源総額同水準ルールの

下で地方歳出は同水準で維持されている。

消費税引き上げ分とか偏在是正の相当数を

除いた分でみれば同水準なのだとみていま

す。だから財務省としてはＯＫだというわ

けです。つまり国税が増えても地方の一般

財源は増やさない。同水準ルールで抑えら

れており、成果が上がっているのだという

ことです。財務省から見れば地方はコント

ロール出来ている。だから社会保障をどう

やって抑制するかというのが今の財務省が

最重視している問題です。残念ながら財務

省からすると地方財政は一定コントロール

できていると評価されているのです。同水

準ルールは 2011 年度から 10 年くらい続い

ています。総務省としては同水準を確保し

ているからいいじゃないかということで言

い訳が立つということです。残念ながらこ

このところは財務省の勝ちです。その分自

治体の財政が苦しい状況が続いているので

あり、それをどうやって転換するかという

ことです。 

地方財政審議会でもこれでは限界だとい

うことを 2019年度の意見では述べています。

地方財政審議会はこういう同水準ルールで

限界にきているということをいっているの

ですが、なかなか財務省に勝てないという

のが今の状況だろうと思います。これをど

うやって変えていくのかというのは、なか

なか世論になりにくいのですが、こういう

ことこそ変えていかなければいけないと思

います。 

 

■ 財政の所得再配分機能の発揮を 

金融所得課税強化が先送りされたりして

いますが、やはり所得格差是正のためには

資産課税の強化、資産所得課税の強化とい

うことと法人にいっぱいお金が貯まってい

ますので、法人税を引き上げてそれで再分

配するということが求められます。法人税

にはビルトインスタビライザー機能もあり

ますから、景気が良くなったら法人税収が

自動的にどっと入ってきます。こういうこ

とを消費税減税と一緒に議論するというこ

とが国家財政の課題としては重要なのかな

と思います。 
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■ 最後に 

今ご存知のように気候変動危機への緊急

の対策が求められている中で、やはり足元

からどうやって取り組むか、それは同時に

地域経済衰退の危機に対する取り組みにも

繋がると思います。それがヨーロッパなど

のグリーンニューディールに繋がるわけで

す。そういうグリーン投資と環境・福祉自

治体づくりというのを足元の自治体でどう

作っていくのかというのが重要な課題で、

そこでの骨太な計画を自治体でしっかり立

てていく必要があります。当面はわけの分

らない事業も含めて経済対策がいろいろ降

ってきますけども、環境・福祉自治体づく

りに資する事業であれば、それを自主的に

うまく取りいれ、弊害のある事業は抑制す

るという独自性を地方自治体がどうやって

発揮するかというのが重要ではないかと思

っています。 

（本稿は、当日の講演録を基に事務局が編集

した原稿に講演者が修正を加えて作成したも

のです。） 
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