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はじめに
• 本日はよろしくお願い申し上げます

できれば、会場でお目にかかりながらお話ししたかった
です。

まん延防止等重点措置の最中ということでやむを得ない
とは思いますが…。

2021年度補正予算、2022年度政府予算と地方財政計画
について概略をお話ししたいと思います。

税収の回復が見込まれ、それなりに余裕がある地方財政
計画になっているようです。

2



はじめに（本日の主な資料）
• 2021年度政府補正予算
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budg
er_workflow/budget/fy2021/2021112520191
6.html

• 2022年度政府予算
https://www.mof.go.jp/policy/budget/budg
er_workflow/budget/fy2022/seifuan2022/in
dex.html
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はじめに（本日の主な資料）
• 2022年度地方財政計画
1月28日公開されました
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei.html
→地方財政対策資料よりも若干具体的な数字が明らかに
なり、計画定数の状況などもわかるようになっています。
財政課長会議資料（埼玉県ウェブサイトより）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0107/kense/chi
ho/shichoson/shiryo/shiryo/20215.html
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はじめに
• 地方財政計画とは

5

はじめに
• 地方財政計画とは

6



→人口や産業の集積の度合いによる地域間格差や景気の
動向による税収の年度間格差にかかわらず、地方公共団
体がその重要な責任を果たすことが出来るよう地方財政
計画（多種多様な地方公共団体の財政の複合体である地
方財政の規模や収支見通しを全体として捉えたもの）を
通じて、地方の財源を保障し、地方交付税や地方債など
により各地方公共団体に財源保障
⇒政府予算編成過程の一貫として策定されるものである
ので、当然、政府予算と密接な関係
（以下、「政府予算・地方財政関係資料」等と重複する
部分もありますが、政府予算等も含め概観しましょう）
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１．2021年度補正予算
• ベースには、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（2021.11.19

閣議決定）
→ 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然として厳し
い状況。他方、新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数は足元
で減少しており、行動制限も段階的に緩和。

この機を捉え、本経済対策を契機として、ウィズコロナの下で、一日も早
く通常に近い社会経済活動の再開を図る。「新しい資本主義」を起動し、成
長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。

こうした成長に向けた機運を途切れさせないためにも、感染拡大の可能性
に備えて、危機管理に万全を期すとともに、感染の再拡大や供給制約などに
よる景気下振れリスクに十分に注意し経済の底割れを防ぐ。
※合計で財政支出55.7兆円、事業規模78.9兆円

GDPの下支え・押上げ効果5.6％程度 8



１．2021年度補正予算
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このほかの追加として、地方交付税交付金35,117億円
（←「異例の地方財政措置」『地方財務』2022年1月号）
などの総計35兆9,985億円
財源は、税収等増6.5兆円、公債22兆円（うち赤字公債
19.2兆円）

２．2022年度予算
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令和３年度補正予算と一体として、
・ 新型コロナ対策に万全を期しつつ、
・ 「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の
実現を図るための予算。



２．2022年度予算：主要経費別内訳
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令和３年度補正予算と一体として、
・ 新型コロナ対策に万全を期しつつ、
・ 「成長と分配の好循環」による「新しい資本主義」の
実現を図るための予算。

２．2022年度予算：各歳出分野の特徴
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２．2022年度予算：各歳出分野の特徴
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２．2022年度予算：紙面の有識者

14

上野泰也氏（みずほ証券）50点 政策優先順 見えず（毎日）
翁百合氏（日本総研） 時代へつながる支出を（東京）
小黒一正氏（法政大） さらなる一体改革必要（日経）
土居丈朗氏（慶応義塾大） 医療改革の明言 評価（讀賣）
荻原博子氏（ジャーナリスト） 使途の無駄 検証必要（讀賣）
小林真一郎氏（三菱UFJ R&C） 規模ありき 吟味の跡みえな
い（朝日）
西川昌宏氏（野村証券） 平時と内容変わらず（讀賣）

安心感与えるには不足（日経）



２．2022年度予算：紙面の有識者
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熊野英生氏（第一生命研）80点 成長押上げ期待（毎日）
歳出拡大の罪悪感薄れ（東京）

税収増でも 財政収支に改善なし（朝日）
「補正と当初がうまく途切れずにつながって経済成長へとつな
げられるかどうかに着目」（毎日）
「補正予算が『第二の本予算』と化しつつある」（毎日）
「新型コロナ対策の予備費を除くとコロナ禍前と同程度となっ
ており、最低限の節度は保たれた」（朝日）
「民間企業の動きを促すほどの十分な施策には見えない」（朝
日）

２．2022年度予算：紙面の有識者
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２．2022年度予算：紙面の有識者
熊野英生氏（第一生命研）80点 成長押上げ期待（毎日）

歳出拡大の罪悪感薄れ（東京）
税収増でも 財政収支に改善なし（朝日）

「補正と当初がうまく途切れずにつながって経済成長へとつなげ
られるかどうかに着目」（毎日）
「補正予算が『第二の本予算』と化しつつある」（毎日）
「新型コロナ対策の予備費を除くとコロナ禍前と同程度となって
おり、最低限の節度は保たれた」（朝日）
「民間企業の動きを促すほどの十分な施策には見えない」（朝
日）
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３．2022年度地財計画（通常収支分）
（１）地財計画の規模 90兆5,918億円

前年度 ＋7,858億円 ＋0.9％
（２）一般財源総額 62兆 135億円（水準超経費除く）

前年度 ＋203億円 ＋0.0％
63兆8,635億円（水準超経費込み）

前年度 ＋7,203億円 ＋1.1％
（３）地方交付税の総額 18兆 538億円

前年度 ＋6,153億円 ＋3.5％
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３．2022年度地財計画（つづき）
（４）財源不足額 2兆5,559億円

前年度 ▲7兆5,664億円 ▲74.7％
（５）財源不足の補填

臨時財政対策債 1兆7,805億円（すべて既往債元利償還）
前年度 ▲3兆6,992億円 ▲67.5%

財源対策債 7,600億円
一般会計加算（既往法定分） 154億円

（６）歳出の内訳
給与関係経費 約19兆9,644億円（▲0.9％）

（退職手当▲2.5％ 退手以外▲0.8％）
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３．2022年度地財計画（つづき）
一般行政経費 41兆4,433億円（約＋1.4％）

（うち単独＋0.3％ うち補助約＋2.3％）
まち・ひと・しごと創生事業費 1兆円 （いずれも
地域社会再生事業費 4,200億円 前年度と
地域デジタル社会推進費 2,000億円 同額）

公債費 11兆4,259億円（▲3.0％）
維持補修費 1兆4,948億円（＋1.7％）

緊急浚渫推進事業費 1,100億円（前年度同額）
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３．2022年度地財計画（つづき）
投資的経費 11兆9,785億円（＋0.4％）

（うち直轄・補助▲0.9％ うち単独：＋1.6％）
緊急防災・減災事業費 5,000億円
緊急自然災害防止対策事業費 4,000億円
（以上は、前年度と同額）
公共施設等適正管理推進事業費 5,800億円（＋20.8％）

公営企業操出金 2兆4,349億円（▲0.3％）
企業債償還費普通会計負担分 1兆4,398億円（▲2.2％）

水準超経費 1兆8,500億円（＋60.9％）
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３．2022年度地財計画（つづき）
量的には拡大をしつつ、質も改善

→今回に限っては、一般財源総額実質同水準ルールが一般財
源総額の減少を防ぐのではなく、増加を抑制し、その分、特
別会計に対する償還や臨時財政対策債の抑制に機能した。

給与関係経費は、2021年人勧における期末手当の減額を反
映したもの。
→退手以外でも減：人員削減や給与カットという短絡的な反
応に要注意（一方で、保健所の人員体制強化は継続、技術職
員の充実は地域社会再生事業費で措置）
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４．むすびに代えて
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４．むすびに代えて
予算・補正予算と財政民主主義
自衛隊の変化する国際情勢への即応的な対応等 7,354億円
新年度予算における防衛関係費 5兆3,687億円（＋542億

円、1.0％）
（参考：2020年度第3次補正予算「自衛隊の安定的な運用

体制の確保」3,017億円 2021年度当初予算防衛関係費5兆
3,235億円（＋610億円、1.2％））

今回の補正予算には防衛装備品の新規購入
「災害時に使う自衛隊車両などを除くと、補正への新規計

上は異例の対応」（『日本経済新聞』2021年11月18日）
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４．むすびに代えて
「防衛力整備の効率化・合理化」で▲4,390
≒補正予算の差額（7,354億円－3,017億円＝4,337億円）
（偶然のはずですが…）
15か月予算→16カ月予算：補正予算単独での審議となったもの

の…
第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、
補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算
作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出（当該年度
において国庫内の移換えにとどまるものを含む。）又は債務の負担を
行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加
える場合 25

４．むすびに代えて
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４．むすびに代えて
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４．むすびに代えて
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４．むすびに代えて
補正予算、新年度政府予算・地方財政対策の背景

→好調な税収見込み
「コロナの感染拡大が落ち着いて個人消費を中心に民需が

回復し、稼ぎを取り戻した企業が法人税を多く支払うとの見
立てだ。」（『日本経済新聞』（夕刊）2021年12月24日）
⇒さっそくオミクロン…
⇔オミクロン株の流行がなかったとしても、税収が大きく伸
びるという見立てには、違和感が大きいように思われる（現
実に伸びているのも確かではあるが…）
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４．むすびに代えて
※地財計画上の地方税収見込み（一部）
道府県民税 5兆2,342億円（＋3,107億円、+6.3％）

個人均等割 643億円（+6億円、+0.9％）
所得割 ４兆3,992億円（+1,451億円、+3.4％）

法人均等割 1,463億円（+24億円、+1.7％）
法人税割 1,963億円（+900億円、+84.7％）

利子割 267億円（▲49億円、▲15.5％）
配当割 1,614億円（＋48億円、＋3.1％）

株式等譲渡所得割 2,400 +727 +43.5
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４．むすびに代えて
事業税 4兆6,170億円（＋1兆1,915億円、+34.8％）

個人 2,258億円（+536億円、+31.1％）
法人 4兆3,912億円（+1兆1,915億円、+35.0％）

道府県税計 18兆9,520億円（＋1兆7,540億円、＋10.2％）
市町村税計 22兆2,785億円（＋1兆2,061億円、＋5.7％）
※「令和4年度地方税及び地方譲与税収入見込額（未定稿）」
とは若干ずれがあります。
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４．むすびに代えて（財政分析のススメ）
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４．むすびに代えて（道予算、札幌市予算）
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４．むすびに代えて
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４．むすびに代えて
臨財債の抑制と償還と残高全国都道府県財政課長・市町村担
当課長合同会議（2022．1.24資料7より）
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４．むすびに代えて
※新規発行額の低さ（2001年度に次ぐ）

発行額＜元利償還額（初めてではないが差額が最大）
（2021年度補正予算による交付税追加で一部償還）

累積残高減少も大きい
⇔一般財源総額が「同水準」かつ「公債費」は減

事業費は減らないの？
財務省主計局「財源が増えた分を歳出にそのまま載せるので
はなく、臨財債の縮減に使った。これはまさに（キャップと
しての同水準ルールが）機能しているということだ」（時事
通信社「官庁速報」2022.1.17）
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４．むすびに代えて
地財対策で細かくいうと…
給与関係経費

→退手以外の減≠給与や人員のカットを求めるものではない

37

４．むすびに代えて

給与改定（人勧対応）が主要因であとは増
「地方財政計画上の給与単価等については、人事委員会勧告
の反映等を見込んでいる。」 38



４．むすびに代えて
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４．むすびに代えて

少なくとも、給与関係経費減なので、人が採れないという
ことではない。
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４．むすびに代えて
一般財源総額のキャッピング（これも、償還しなければな

らないものではあるのでやむを得ない側面は否定できない）
→交付団体ベースでほぼ伸びていない（特に単独分）が、こ
れでいいか？
（事務配分のあり方と財源移転のあり方の再検討が必要であ
ると思われる）
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４．むすびに代えて

↑一般財源が厳しいときには見直しにより償還を減らした
り先送ることもあるので…（単年度主義の弊害⇔予算の明確
性（明瞭性）の原則？）
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４．むすびに代えて
デジタル化の推進やコロナ禍も踏まえた、国と地方の関係、

地方間の関係について地方制度調査会に諮問
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４．むすびに代えて
ありがとうございました。
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