
 

 

 
 

【提案・要望先】総務省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

次世代に向けて持続可能な地方税財政基盤の確立 

  
(1) 地方交付税総額の確保・充実 
 ○ 交付税率引き上げ等による地方交付税総額の確保・充実および臨時財
政対策債の縮減 

   

(2) 公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置の充実 
 ○ 老朽化対策に係る地方財政計画における所要総額の確保・充実および
地方財政措置の拡充 

  

(3) 地方分権の実現に向けた税制抜本改革の推進等 
○ 地方分権の観点に沿った税源の偏在是正措置の検討 
○ 税収帰属の適正化を図るための法人事業税の分割基準見直し等 
○ ゴルフ場利用税の堅持 
○ 消費税引上げに伴う車体課税の見直しの際の地方財政への配慮等 

１．提案・要望項目 

(1) 地方交付税総額の確保・充実 
○ 高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増嵩や公共施設等の老朽化対策、防災・減
災対策などの直面する課題、今後ますます複雑・多様化する行政需要に的確に対応
して行くためには、地方交付税をはじめとする地方税財源の充実が不可欠    

(2) 公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置の充実 
 ○  これまでも、公共施設等の老朽化対策の推進を図る観点から、地方財政計画におい

て公共施設等適正管理推進事業費の新設および維持補修費の増額が図られてきてい
るが、引き続き、所要総額の確保・充実ならびに将来の地方財政負担の縮減・平準化
につながる長寿命化対策に対する財政措置の充実（都市公園施設・公用の建築物への
対象施設の拡大）が必要 

(3) 地方分権の実現に向けた税制抜本改革の推進等 

 ○  地方法人課税の新たな偏在是正措置については、単なる地方間での財源の取り合い
ではなく、都市部と地方部が共に発展できる地方税体系の構築に向けて、より税源の
偏在性が小さく、税収が安定的な制度とすることが必要 

○  法人事業税の分割基準等については、県がその行政サービスにマッチした税収を得
られるよう、応益課税の性格を十分に踏まえた税収帰属の適正化を図ることが必要 

○  ゴルフ場利用税については、アクセス道路の整備・維持管理等、ゴルフ場が所在す
る県および市町が行う特有の行政需要に対応しており、その税収の３割は県の貴重な
財源となっているとともに、その７割は所在市町に交付され、市町の貴重な財源とな
っていることから、現行制度の堅持が必要 

○ 消費税引上げにあたっては、その前後における駆け込み需要および反動減対策に万
全を期すとともに、車体課税を見直す場合には、減収額に見合った具体的かつ安定的
な代替財源を確保し、地方財政に影響を与えないことが必要 

２．提案・要望の理由 

＜概算要求等の状況＞ 
 【総務省】地方交付税 15.9兆円（H30 16.0兆円）、臨時財政対策債 4.1兆円（H30 4.0 兆円） 
 【税制改正大綱】地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置の検討（H30） 
           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 後期高齢者医療費関係などの主な社会保障関係費や公債費は増加傾向。財源不足
の拡大はその他の経費の削減努力で吸収。 

  
○ 今後も高齢化の進展等に伴う社会保障関係費等の増嵩が見込まれる中、歳出削減努
力による対応は限界に近づいている。 

(1) 地方交付税総額の確保・充実 
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普通建設

事業費 
人件費 公債費 

主な社会保

障関係費 ※ その他 

＋54億円 ＋144億円 ▲53億円 ▲55億円 

（億円） 

※国民健康保険関係費、介護保険給付費県費負担金、 
後期高齢者医療対策関係費、児童(子ども)手当負担金 等 

本県の歳出の推移 

（本県の取組状況と課題） 

社会保障関係費の増嵩や公共施設等の老朽化対策等の直面する課題、複雑・多様化

する行政需要に的確に対応して行くためには、地方交付税をはじめとする地方税財源

の充実が不可欠 

(2) 公共施設等の老朽化対策に係る地方財政措置の充実 
  1.本県の状況 

  

 (1)良質な性能および 

安全性の維持・確保 

 (2)施設総量の適正化

（施設評価の実施） 

 (3)施設の長寿命化、計 

画的な更新・改修 

 (4)維持管理の最適化、 

施設の有効活用 

 ①施設の長寿命化  
 長寿命化対象施設（131 施設）に 
おいて、順次、「長期保全計画（30 
年間）」を策定し、予防保全型維 
持管理を実施 

 ②計画的な更新・改修  
 向こう 10 年間の更新・改修事業の 
実施箇所を定めた「更新・改修方針」 
を策定し、緊急性が高いものから優 
先的に事業化 

 H28～H37の所要見込額 

①＋②  約 360 億円 

【建築物における取組】 

４つの対応方針  (ハード対策) 

将来負担額の推計では、長寿命化対策（長寿命化に資する改良工事、予防保全型維持管理）
により、30年間で約 1,500億円の削減・平準化効果 

提 案 内 容 



 

  

  

 

 

 

（本県の取組状況と課題） 

2.現在の地方債制度 

■「公共施設等適正管理推進事業債」（長寿命化事業）の対象 

○【公共用の建築物】 

○【社会基盤施設（道路・農業水利施設・河川管理施設・砂防関係施設 

・海岸保全施設・治山施設・港湾施設・漁港施設・農道）】 

※個別施設計画に位置付けられた事業が対象 

○地方財政計画における公共施設等適正管理推進事業費等にかかる所要総額の確

保・充実 

○将来の財政負担の縮減・平準化効果および災害時の活用を見据えた長寿命化事業

等に係る地方財政措置（地方債）の充実（「都市公園施設」・「公用の建築物」への

対象施設の拡大） 

提 案 内 容 

課 題 

○総合管理計画の策定に加え、施設ごとに個別施設計画の策定を進める中で、将来

の地方財政負担の縮減・平準化につながる長寿命化対策を計画的に進めていくた

めは更なる財源措置が必要である。 

○加えて、今般、全国で大規模な自然災害が頻発する中で、災害時にも活用される

庁舎等の公用の建築物についても計画的に長寿命化対策を実施していく必要が

ある。 

3.課題と提案内容 



 

 
 
  

 

○地方分権の観点に沿った税源の偏在是正措置の検討 

平成 31 年 10 月に実施されることとなっている消費税・地方消費税率 10％への引上

げにより、地方税収の総額は大きく増加することとなるが、これにより、地方交付税の

不交付団体には社会保障給付支出の増加額を上回る地方消費税の増収が生じる一方、交

付団体については、これが地方交付税の振替である臨時財政対策債の減少等により相殺

されることになる結果、不交付団体と交付団体の間の財政力格差がさらに拡大するとい

った課題が生ずるところ。 

 

 

 平成 25年度 平成 28年度 

全国シェア 東京都との差 全国シェア 東京都との差 

東京都（全国１位） 10.88％ － 11.74％ － 

滋賀県（全国 35位） 1.12％ 9.76P 1.11％ 10.63P 

   ※ 都道府県税については、地方消費税清算後、 

超過税率分・法定外税を含む。 

 
 

この課題を解決するためには、地方消費税率の引上げと併せて税源の偏在是正措置を

講ずることが必要不可欠であり、平成 28 年度税制改正において、地方法人特別税・譲

与税の廃止と、それに代わる税源の偏在是正措置として法人住民税法人税割の一部の地

方交付税原資化をさらに進めることとされた。 

また、平成 30年度与党税制改正大綱において、「特に偏在度の高い地方法人課税にお

ける税源の偏在を是正する新たな措置について、消費税率 10％段階において地方法人

特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成 31

年度税制改正において結論を得る」こととされた。 

現在、検討されている地方法人課税の新たな偏在是正措置については、単なる地方間

での財源の取り合いにならないよう、都市部と地方部が将来にわたり持続可能な形で発

展する真の地方分権改革の実現に向けて、より税源の偏在性が小さく、税収が安定的な

地方税体系の構築に資する実効性のある制度とすべきである。 

（本県の取組状況と課題） 

都道府県税＋地方交付税＋地方譲与税の全国シェア 

東京都との差が拡大 

地方法人課税の新たな偏在是正措置については、地方分権の観点に沿った上で、よ

り税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税制度となるよう検討すること 

提 案 内 容 

(3) 地方分権の実現に向けた税制抜本改革の推進等 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○税収帰属の適正化を図るための法人事業税の分割基準の見直し等 

１．法人事業税の分割基準等の見直し 

 ① 製造業 
○ 工場等事業所における従業者数等は平成元年頃に比べて減少している一方、従業者１人当

たりの付加価値額は緩やかに増加、設備の機械化の程度を示す労働装備率も増加傾向にあ

り、企業は機械化等の設備投資によって、より少ない従業者数でも利益が確保できるように

している。 
 

 従業者数 従業者１人当たり付加価値額 労働装備率 

H元→H28の増減率 

（全国ベース） 
▲３０．９％ ＋２６．９％ ＋５４．５％ 

 

○ 本県の法人事業税の製造業の税収の全国比は、工場等における付加価値額や有形固定資産

額の全国比に比べ低い状況であり、事業活動の規模に応じた税収が帰属していない。 
 

 本県の全国に占める割合 

法人事業税の製造業の税収（平成 28年度） ２．０５％ 

工場等における付加価値額（平成 28年） ２．７８％ 

工場等における有形固定資産額（平成 28年） ２．４９％ 
 
 ② 無人施設 

○ 太陽光発電施設等の従業者のいない施設（無人施設）は、現行制度上、事務所等として認

定されないことから法人事業税の分割基準等の対象とならず、その所在により県からの行政

サービスを受ける一方で、その事業活動に対する税収が所在県に帰属しない。 

 

 ③ フランチャイズ店舗 
○ フランチャイズ形態の事業については、店舗の事業活動により生み出された収益の一部が

ロイヤリティとして本部企業の収益になる一方で、当該店舗は本部企業の分割基準の対象と

ならないことから、その事業活動に対する税収が店舗の所在県に十分に帰属しない。 
 

 

 

 

 

 

 
 

２．地方消費税の清算基準の見直し 
   平成 30年度税制改正における清算基準の見直しにより、最終消費地と税収帰属地の乖離は大き

く改善されたが、本来、最終消費の実態は需要側の統計により把握されるべきものである。 

 

（本県の取組状況と課題） 

分割基準に事業活動の規模をより反映させるため、 

①製造業の分割基準において、従業者数に加えて、工場等事業所の設備状況を表す指標（有形 

固定資産額）を用いること 

②無人施設を事務所等として認定し、法人事業税の分割基準および法人住民税の対象とすること 

③フランチャイズ店舗を本部企業のみなし事業所とする等、フランチャイズ店舗の所在県に適正

に税収が帰属するよう、分割基準の見直しを行うこと 

提 案 内 容 

政府において統計改革の取組が進められていることも踏まえ、中長期的には「消費に相当する 

額」をより正確に把握できる統計により清算することを引き続き検討していくこと 

提 案 内 容 



 

○ゴルフ場利用税の堅持 
 ゴルフ場利用税は、税収の３割が県の貴重な財源となっているとともに、その７割
は所在市町に交付されることとなっている。 
 本県では、８市２町に 761百万円（平成 28年度）を交付しており、アクセス道路の
整備・維持管理、廃棄物処理、地滑り対策等の災害防止対策、消防・救急など、ゴル
フ場所在市町特有の行政需要に対応するための貴重な財源となっている。 
 平成 30 年度与党税制改正大綱において、「ゴルフ場利用税については、今後長期的
に検討する」こととされたが、上記のような特有の行政需要に対応する必要があり、
また、本県のゴルフ場は県外から来訪する利用者も多く、その受益に応じた税負担を
求めることが適当である。 
 

 

 

 

 

○消費税引上げに伴う車体課税の見直しの際の地方財政への配慮等 
 本県においては、自動車関連産業が基幹産業であるため、国内自動車需要の低下に
より、県内の経済・雇用の悪化はもとより、県税収入の減収の影響をより大きく受け
ることが危惧されることから、平成 31 年 10 月に予定されている消費税引上げにあた
っては、その前後における駆け込み需要および反動減対策に万全を期すとともに、車
体課税の負担軽減を図る場合には、減収額に見合った具体的かつ安定的な代替財源を
確保し、地方財政に影響を与えないことが必要である。 

 

（単位：千円、％）

ゴルフ場利用税
交付金（A）

地方税（B）
地方税に対する
割合（A/B）

大津市 182,027 49,804,179 0.37

彦根市 12,776 17,616,777 0.07

守山市 14,093 12,469,732 0.11

栗東市 34,096 12,608,944 0.27

甲賀市 359,930 14,160,759 2.54

湖南市 28,762 8,404,647 0.34

高島市 5,403 5,746,416 0.09

東近江市 43,204 16,228,803 0.27

日野町 62,543 3,572,262 1.75

竜王町 18,570 2,817,201 0.66

滋賀県計 761,404 143,429,720 0.53

 

 

 

（本県の取組状況と課題） 

ゴルフ場利用税交付金の交付状況（平成 28年度） 

全国 21位 

全国６位 

ゴルフ場利用税については、現行制度を堅持すること 

要 望 内 容 

消費税引上げにあたっては、駆け込み需要および反動減対策に万全を期すととも
に、車体課税の負担軽減を図る場合には、減収額に見合った具体的かつ安定的な代
替財源を確保し、地方財政に影響を与えないよう配慮すること 

要 望 内 容 


