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１ 地方税財政制度の抜本的見直しに向けた取組 

 

提案要求先 内閣府・総務省・財務省  

都 所 管 局 知事本局・財務局・主税局      

 

 

  真の地方自治とは、地方自治体が自らの財源と自らの責任に基

づいて行財政運営を行う「地方主権」を確立して初めて実現でき

るものである。 

そのためには、国から地方への事務権限の移譲、国の過剰な関

与の廃止及び法令等による全国画一の義務づけの緩和と併せて、

国と地方の税財政制度を抜本的に見直し、一層の地方分権改革を

進めるべきである。 

しかし、昨年１１月に示された、平成１８年度までの「三位一

体改革」の全体像は、何ら本質的な議論が行われないまま、数字

合わせに終始したものとなっている。国庫補助負担金の削減が先

行し、地方への負担の押し付けが行われただけでなく、地方交付

税制度については、抜本的な見直しに向けた道筋すら示されてい

ないなど、その内容は、改革の本旨を全く理解していないものと

言わざるを得ない。 

本来、改革が目指すべきは、地方自治体が自らの責任と権限に

より、行財政運営が可能となる基盤を確立することである。国は、

分権改革の初心に立ち帰り、地方税財政制度の抜本的かつ一体的

な改革に向け、改めて取り組むべきである。 

なお、税源移譲にあたっては、首都圏の再生や環境対策など膨

大な財政需要に的確に対処するため、東京をはじめ大都市への税

源配分に十分配慮すべきである。 
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【総務省・財務省】 

１ 国と地方の役割分担を見直した上で、地方自治体の事務と権限 

に見合う税源が配分されるべきである。具体的には、基幹税であ 

る所得税や消費税から、住民税や地方消費税への税源移譲を速や 

かに実現すること。 

当面、平成 18 年度までに、国と地方の税源配分の比率が、１

対１となるように税源移譲を実施すること。 

 

２ 国庫支出金については、地方行政に対する国の関与を縮小し、 

国と地方の役割分担等に即したものとするため、真に国が責任を 

持つべき国庫補助負担金以外は原則として廃止すること。 

当面、奨励的国庫補助金については一律の税源移譲になじまな

いもの等を除き、税源移譲のうえ廃止すること。また国庫負担金

については、国が特に責任を持つべきもの等を除き、税源移譲の

うえ廃止すること。 

 

３ 地方交付税制度については、自主的・自立的な行財政運営を確 

保する観点から、地方交付税制度が本来果たすべき役割、交付税 

総額の真に必要な水準までの縮減など、抜本的な見直しに着手す 

ること。 
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 参  考  

 

（１）地方の歳出規模と地方税収とのかい離 

 

   租税収入の配分においては国と地方の比率はおおむね３：２に対し、

最終支出で国と地方の比率が概ね２：３と逆転しており、その間に大

きなかい離が存在している。 
 
  
 
  
   【歳入】 

国民の租税（租税総額＝78.0 兆円） 

   国税（45.4 兆円）58.1% 地方税（32.7 兆円）41.9% 

 
 
 
 
 
  
  
   
 

 【歳出】 
 
 
 
 
 
 
 

（15 年度決算ベース） 

 国の歳出（純計） 
55.9 兆円   

38.0％ 

地方の歳出（純計）  

91.3 兆円     

62.0％     

国民へのサービス還元 
国と地方の歳出総額（純計）＝147.2 兆円 

地方交付税、国庫支出金等による

国から地方への資金移転 

3 2

32 
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（２）税源移譲シミュレーション 

   地方自治体の自主・自立を進めるための最優先課題として、基幹税で 

ある所得税・消費税の税源移譲を行うべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）国庫補助負担金の改革 

   国庫補助負担金の見直しは、税源移譲規模の単なる数字合わせとして 

ではなく、国と地方の役割分担等に即したものとして行うべきである。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
○ 奨励的国庫補助金は、一律の税源移譲になじまないもの等を除き、税源移譲のうえ

廃止する。                         （△２．０兆円）

 
○ 国庫負担金は、国が特に責任を持つべきもの等を除き、税源移譲のうえ廃止する。

                               （△１．５兆円）

 
○ 義務教育費国庫負担金は、義務教育の水準確保のため、国が責任を持って財源を保

障すべきものであり、存続する。加えて平成 15・16 年度の一般財源化分を負担金とし

て復元する。 
                             合計 △３．５兆円 

 
○ 平成 18 年度までに、国と地方の税源配分の比率が、1 対 1 となるように税源移譲を

実施する。 
 
○ 税源移譲は、税収の全国バランスに配慮し、所得税・消費税とする。 
・ 所得税 → 個人住民税（１０％比例税率化） ３．０兆円 
・ 地方消費税 １％ → ２．５％        ３．７兆円  合計６．７兆円 

「骨太の方針 2004」に向けた緊急提言（H16.5.14）

「骨太の方針 2004」に向けた緊急提言（H16.5.14）
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（４）現行の地方交付税制度の問題点 

 
 

   地方公共団体のほとんどが、地方交付税に大きく依存している。 
 
 
  ・ 東京都以外のすべての道府県及び全市町村の約 94％までが普通交付税の交付団体

となっている。 
 
   ＜17 年度普通交付税の交付・不交付団体数＞ 

区  分 交付団体 不交付団体 
都道府県 46（97.9％） 1（2.1％）

市 町 村 2,257（94.2％） 138（5.8％）

合  計 2,303（94.3％） 139（5.7％）

  
 
  ・ 地方交付税の占める割合は、地方の歳入全体の約 1／4 に達しており、特に、半数

を超える 30 の道県では地方税よりも地方交付税に依存する割合の方が高い（15 年度

普通会計決算）。 
 
   ＜17 年度地方財政計画＞ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 金額 構成比 
地 方 税 333,189 億円 39.8％
地方交付税 168,979 億円 20.2％
国庫支出金 111,967 億円 13.4％
その他歳入 223,552 億円 26.7％
合  計 837,687 億円 100.0％
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    普通交付税の算定は、機械的な計算によって行われるもので、東京都

の実態を正確に反映するものとはなっていない。 
 
 
  ・ 基準財政需要額の算定に当たっては、道府県分は人口 170 万人、市町村分は 10 万人

の団体を標準団体とし、これに補正を加える方式で行われているが、補正には上限が

設定されており、都の実態をとらえていない。 
 

   ＜都の実態とかい離している例：昼間流入人口＞ 
東京都区部の昼間流入人口・・・372 万人 
交付税算定上の数値・・・・・・ 72 万人 

 
 

地方交付税の借金依存体質の解消に向けて、税源移譲・国庫補助負担 

金削減などを、交付税の削減に確実に反映させるなど、制度の抜本的な 

見直しに着手すべきである。 
 
  
 
  
○ 税源移譲（６．７兆円）及び国庫補助負担金の見直し（△３．５兆円）を行い、 
あわせて恒久的減税の整理を行うことにより以下の効果が生じる。 
・ 税源移譲等に伴う地方交付税の削減  △３．１兆円 
・ 地方特例交付金の廃止        △０．９兆円 
・ 臨時財政対策債の削減等       △０．６兆円  合計 △４．６兆円 

 
○ 国と地方を通じた財政再建に向けて、一層の人件費の削減や施策の見直しなど 
行財政改革を実行し、地方交付税の借金依存体質をさらに改善していくべきである。

「骨太の方針 2004」に向けた緊急提言（H16.5.14）
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２ 総合的な治安対策の充実・強化 

 

提案要求先 警察庁・総務省・法務省・外務省・財務省 

文部科学省・厚生労働省・国土交通省        

          都 所 管 局 青少年･治安対策本部・生活文化局    

産業労働局・港湾局・警視庁            

 

 平成１６年、東京では、２年連続で刑法犯の認知件数が減少する

とともに、検挙件数も増加となった。 

悪化の一途を辿っていた東京の治安は、都民の自助努力や都にお

ける様々な取組、警視庁における取締り強化などが功を奏し、よう

やく回復の兆しを見せ始めている。 

しかしながら、暴力団や外国人による組織犯罪、少年が加害者・

被害者となる事件や振り込め詐欺等が多発するなど、依然として東

京の治安は予断を許さない状況にあり、多くの都民が今なお深刻な

危機感を抱いている。 

これに対し、国においても新たな取組が始まっているが、ようや

く芽生え始めた治安回復の流れをより加速させ、確かなものとする

ために、国自らの施策を一層強化することはもちろん、自治体及び

住民の取組を支援し、促進する施策を更に展開するよう求めるもの

である。 

 

１ 警察官の増員 

 

【警察庁・総務省】 

昨年の都内における刑法犯認知件数は、約２８万３千件で、対前

年比５．４パーセント減となり、かつての危機的状況を脱したもの

の依然として高い水準にある。また、「振り込め詐欺」をはじめと

する新たな手口の犯罪も多発するなど、犯罪情勢は、依然として厳

しい状況にある。 

こうした中、都民の体感治安を回復するための犯罪抑止対策や国

際テロ対策、大規模災害対策の推進、あるいは地域安全対策の強化
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など、首都警察には、様々な課題への対応が求められている。 

警察庁では、日本の治安を速やかに回復するために、平成１７年

度から３か年かけて地方警察官１万人の増員が計画されており、平

成１７年度には全国で３，５００人、警視庁で３００人が増員され

た。 

しかしながら、東京は首都警察として他の道府県とは異なる膨大

な警察需要を抱えていることから、通常の警察業務に係る増員とは

異なった枠組により、さらなる人的強化について検討し、増員を図

ること。                      （青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

２ 首都警察の特別な財政需要に対する適正な措置 

 

【警察庁・財務省】 

都における警察業務は、首都警察として、 

・皇室関係の警衛、警備 

・国会、総理官邸等の警戒 

・外国公館の警戒 

・大臣及び政党等要人の警護 

等の特別な役割を担っている。 

現行制度上、これらの首都警察特有の業務に要する経費について

も、ごく一部の補助金を除き、地方交付税の基準財政需要額として

算定されている。この経費については、地方交付税から除外し、国

が負担すべきものであり、所要の財政措置を講ずること。 

また、当面の緊急措置として、首都警察特別補助金の増額を図る

こと。            （青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

３ 少年犯罪対策の推進 

 

（１）非行少年の立ち直り等のための措置の充実 

 【法務省・文部科学省】 

平成１６年中に都内で検挙・補導され家庭裁判所に送致された

少年の人員は、前年に比べると若干減少したが、依然として年間

１万４千人に上っている。 
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また、昨年及び本年上半期に凶悪犯で検挙・補導された少年の

人員は、いずれも前年同期比で著しく減少したものの、万引きを

はじめとする窃盗犯や知能犯については増加傾向にある。 

これらの少年の中には、万引きなどの比較的軽微な犯罪を繰り

返した後に、重大な犯罪を犯すに至った者もいる。 

ついては、非行少年の立ち直り等を促進するため、少年法の改

正等により以下の措置を図ること。 

ア 初期のいわゆる軽微な罪を犯した段階で少年が十分反省

し、再非行を犯さないようにするための制度を設けること。 

イ 犯罪を犯した少年に対する保護観察処分が本来の機能を

十分に果たすことができる仕組みを創設すること。 

  ウ 犯罪の予防及び非行少年の立ち直りのために、保護観察官

及び保護司が少年の保護者に対して意見等を述べ、助言を行

う権限を付与すること。 

エ １４歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした場合の

措置について明確なルール作りを行うこと。         

 （青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

（２）少年補導法制の整備等による少年補導制度の確立 

 【警察庁】 
少年補導活動は、少年の健全育成活動において重要な柱のひと

つとなっているにもかかわらず、その法的な位置付けは明確にさ

れておらず、また、警察、少年警察ボランティア及びその他のボ

ランティアの権限・役割についても明確にされていない。 
ついては、少年指導委員の職務、権限等を明確化するとともに、

少年補導活動に係る法令の整備等により以下の措置を講ずるこ

と。 
  ア 警察、少年警察ボランティア及び民間ボランティアの権限

並びに役割を明確化し、それらの活動を活性化するための方

策を講ずること。 

  イ 警察及び少年警察ボランティアが非行少年の保護者に対

して意見等を述べ、助言を行う権限を付与すること。 
ウ 非行少年の立ち直りのためには、保護者の監護が不可欠

であることから、保護者の責務についても明確に規定する
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こと。                （青少年･治安対策本部・警視庁） 

 
（３）家庭裁判所における少年の社会奉仕活動への参加の機会拡充 

【法務省】 

警察等に検挙・補導された少年については、中間審判として、

少年法第２５条に基づく決定により、家庭裁判所調査官の試験観

察に付することができる。この試験観察中には非行少年に社会奉

仕活動を行わせることがあり、実際にいくつかの家庭裁判所で

は、少年らを公園の掃除や乳児院におけるボランティア活動等の

社会奉仕活動に従事させている。 

こうした取組は、少年に罪の意識を自覚させ反省を促すととも

に、規範意識を醸成し、社会生活への適応を促進するなどの面で

極めて効果的であると評価されている。 

ついては、これら少年の立ち直りを支援するため、社会奉仕活

動への参加の機会拡充に向けた必要な措置を講ずること。 

（青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

４ 外国人犯罪対策の推進 

 

（１）不法滞在者の摘発及び退去強制の促進等に係る体制強化 

  【法務省】 

東京都・法務省は平成１５年１０月に、５年間で不法滞在

者を半減させることを目的とする「首都東京における不法滞

在外国人対策の強化に関する共同宣言」を発表した。それに

基づき、警視庁、そして、東京入国管理局では、現在、積極

的な取締りを進めている。 

また、法務省では本年９月、新宿外国人センターが設置さ

れるなど、国外退去促進に向けた取組が進められている。 

さらに、平成１６・１７年度には入国管理局の職員が増員

され、都においても平成１６年度より東京入国管理局に職員

を派遣しているが、今後、更に摘発が進んだ場合、入国管理

局職員及び収容施設の数は未だ十分とは言えないことから、

将来的には退去強制が追いつかず、摘発活動が鈍化してしま
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う事態も懸念される。 

ついては、不法滞在者摘発活動の活性化や土日休日におけ

る被疑者の入管引渡し等を実現するため、計画期間内の臨時

的な人員配置も含めたさらなる人員体制の強化、並びに収容

施設の拡充・整備について検討すること。 

また、六本木、池袋、錦糸町など新宿以外の地域における

出張所の設置など一層の摘発体制の強化を図ること。 

さらに、不法入国者の効果的な摘発に資するため、外国人

登録証明書のＩＣ化についての検討、実現を急ぐこと。 

（青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

（２）入国・在留資格審査の厳格化 

  【法務省】 

留学・就学、研修、興行、日本人配偶者等の資格で入国す

る者の中には、在留資格は名目だけで、当初から不法就労等

を目的としている者が数多く存在しており、法務省において

は、出国地での事前審査制度の導入や留学、就学及び興行の

資格審査の厳格化が図られた。また、国においても入国審査

時の指紋採取及び写真撮影の実施に向けた検討やＩＣチップ

付きの新型旅券の導入を進めるなどの取組が進められてい

る。 

しかしながら、不法入国等の手段は、偽・変造旅券の行使、

学校ぐるみでの受入れ、偽装結婚等、悪質巧妙化しているこ

とから、出入国者に係る情報の一元化等により、入国・在留

資格審査の一層の厳格化を図るとともに、不法入国防止のた

めの施策を早急に実施すること。 

（青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

（３）送出国側審査体制の強化要請 

  【法務省・外務省】 

昨年６月、法務省は中国に対し不法滞在防止についての要

請を行った。しかし、国内には依然として多くの不法滞在者

が存在しており、今後、更に不法滞在者を減らしていくため

には、新たな不法入国を阻止することが不可欠である。 
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ついては、本邦における不法滞在者を多く送出している国

に対して、出国の段階から出国目的等を厳格に審査し、不法

就労等を本来の目的とする偽装申告等を排除し、そのような

者を出国させないよう、引き続き、関係国の真しな対応を要

請すること。          （青少年･治安対策本部） 

 

（４）留学生・就学生を受け入れる教育機関への指導強化 

【法務省・外務省・文部科学省】 

大学、短大やいわゆる日本語学校等の教育機関が受け入れ

た留学生・就学生の中には、不法就労等、本来の入国目的か

ら逸脱する者が依然として多く、一部教育機関の中には、不

法滞在を手助けしていると疑われかねない状態も生じてい

る。 

ついては、留学・就学希望者に対し、厳正かつ的確な事前

調査を行い、本来の留学・就学のための入国が徹底されるよ

うな措置を講じること。 

また、留学・就学を目的として来日した学生が、出入国管

理に係る法令等を遵守し、本来の目的に適った生活を送るこ

とができる環境を整えるため、受入れ校に対し、留学生・就

学生の生活指導や相談を適切に実施するよう働きかけるとと

もに、そのための指針等を整備し、普及に努めること。 

さらに、日本語学校に対して、法の整備など必要な措置を

講じるとともに、国において指導監督を徹底すること。 

    （青少年･治安対策本部・生活文化局・警視庁） 

 

（５）不法就労の助長行為に対する防止策の強化 

【警察庁・法務省・厚生労働省】 

日本国内には推計で約２４万人の不法滞在外国人が存在

し、その多くが不法就労活動に従事していると言われており、

そのような外国人を低廉な労働力として利用し、営利を図る

など、悪質な不法就労を助長している雇用主も存在する。不

法滞在者を減少させるためには、こうした不法就労の助長行

為を許さない環境づくりが必要不可欠である。 

ついては、事業主等に対し、就労資格のない外国人を雇用
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することのないよう普及啓発活動をより一層推進するととも

に、悪質な雇用主やブローカーなどによる不法就労の助長行

為の防止策をさらに強化すること。 

     （青少年･治安対策本部・産業労働局・警視庁） 

 

５ 拘置所等拘禁施設の拡充整備と移監等の促進 

 

【法務省】 

平成１７年上半期の都内における新規被留置者数は１９，７６８

人で、昨年同期よりも１，７７９人増加し、延べ被留置者数につい

ても５９５，２９６人で、昨年同期よりも６５，１８９人の増加と

なり、留置場が不足するなどの厳しい状況が依然として続いてい

る。 

その主たる原因は、国において対処すべき被留置者の拘置所への

移監や被疑者の入国管理局への引渡しが滞っていることにあり、都

はその分、人的・財政的負担を強いられている。 

ついては、拘置所等拘禁施設の拡充整備を図り、移監待ちの被留

置者の移監を促進するとともに、土日休日における被疑者の入管引

渡しを実現すること。     （警視庁・青少年･治安対策本部） 

 

６ 違法風俗店等に対する規制の強化・拡充 

 

【警察庁・法務省】 

違法な風俗営業は来日外国人女性への売春強要をはじめとする

各種犯罪の温床や暴力団の重要な資金源になっているとも言われ

ており、風俗環境の乱れは治安悪化をもたらす大きな要因の一つと

なっている。 

近年は、従来の風俗店とは異なる営業形態の店舗が増加してい

る。都内各地の繁華街には、個室を設けて昼夜営業し、犯罪行為の

準備場所等に使用されているとの指摘がある「まんが喫茶」をはじ

め、「インターネット喫茶」「風俗店案内所」など、いわゆる風俗

営業適正化法の規制の網にかからない新たな業種の進出が目立っ

ている。 
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ついては、これら業態の店舗が健全な風俗環境を乱し、犯罪に加

担することのないよう、風俗営業適正化法の規制対象の拡大を含め

た効果的な法規制の措置を講じること。 

 （青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

７ 刑法における窃盗罪の法定刑の見直し 

 

【法務省】 

 現行における窃盗罪の法定刑は１０年以下の懲役刑のみとなっ

ており、昨年１２月に行われた刑法の改正でも、窃盗などの財産犯

は対象外とされた。現在、比較的軽微な犯罪も多い窃盗犯では、約

３割が警察により微罪処分とされ、あるいは検察庁に送致されても

半数近くが不起訴処分となっている。 

 窃盗犯に対するこれらの現状が、今日の治安に少なからぬ影響を

与える万引等の窃盗犯に対する抑止力の低迷にもつながっている。 

 ついては、窃盗犯に対する罪責の軽重を適切に反映した抑止効果

のある厳格な制裁が可能となるよう、窃盗罪に罰金刑を設けるなど

の法律改正を実現すること。  （青少年･治安対策本部・警視庁） 

 

８ 港湾保安対策ランニングコストに係る財政支援措置 

 

【国土交通省】 

 国は、保安対策の強化に必要なフェンスや監視カメラ等のふ頭保

安設備の整備に対して支援措置を行ったが、ランニングコストにつ

いては対象外であるため、港湾管理者や埠頭公社、民間事業者は新

たな負担を強いられている。 

我が国の港湾の国際競争力を強化していく観点からも、国策とし

て港湾保安対策を講ずることが不可欠であり、港湾管理者や埠頭公

社等が港湾保安対策を行っていくため、必要なランニングコストに

係る財政措置を国は責任を持って行うこと。      （港湾局） 
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