
研 修 会 等 出 席 報 告 書

平 成 31年  2月  7日

長浜市議会議長 松本 長冶  様

(会  派

議 員

名)新 しい風

名 中鳥 康雄

議員調査活動のため、出席 した次の出張の結果について報告 します。

記

1.会議等名 ③予算議会前におさえておきたいポイント
②保育分野の現状と取り組みについて

2.開催期間 ①2月 4日 (月 )14:00-16:30
②2月 5日 (火)9:30-11:30

3.開 催場所 ①横浜「TKP横浜ビジネスセンター

②参議院会館

4.開 催 内容  別添 の とお り

5.参加者名  別添のとお り

6.感 想 等  別添 の とお り
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2月 4日 (月 )14:00-‐ 16 : 30
■研修内容

【予算議会前におさえておきたいポイント】
。ここ数年の国の動向をおさらい
。地方財政の仕組みと国の財政との関係
・予算会議で自治体議員が指摘する視点

【講  師】 森 裕之 立命館大学政策科学部教授、博士 (政策科学)

【開催場所】 横浜 「TKP横浜ビジネスセンター」
〒221・ 0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3‐ 30‐ 3 SYビル 6F・ 7F

【研修内容と感想】
1.地方財政制度
・地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む人にも一定の

行政サービスが提供できるよう財源を保障するもの。
・臨時財政封策債とは、地方交付税は、所得税や法人税など法定 5税に一定の率 (法定率)

を乗じた分を原資として、各地方公共団体に配分・交付され、交付税総額が不足する場合、
平成 12年度までは交付税及び譲与税配付金特別会計で借 り入れて総額が確保されました
が、平成 13年度の地方財政姑策の見直しで、国と地方の責任の明確化や国、地方を通ず
る財政の透明化を図るため、不足額を国と地方で折半し、地方分について各団体で地方債
を発行して補てんすることとされました。この地方債が「臨時財政対策債」で、地方財政
法第 5条の特例となる地方債 (一般的に赤字地方債と言われています)です。
この臨時財政封策債は、地方交付税の財源不足分を、地方交付税特別会計の借金でまかな
つて地方交付税として各自治体に交付してきました。この借金の将来の返済は国と地方が

折半で負担するとしていました。しかし、昨年度から二年間の期限つきで、不足額を特別
会計の借金でまかなうというや り方から、国負担分は一般会計で、地方負担分は各自治体
の赤字債によってまかなうことにしたのです。これによつて地方交付税は、それに応 じた

額が減るということになりました。各自治体が「地方交付税が大幅に (何億円とか何割と
か)減らされた」といつているのはこのためです。
この、交付税に頼らない財政計画が必要だと感じました。

2.財政計画を揺るがすPFI事業
PFI事業のメリント・デメリットについて今後しつかり議会で議論すべきと感じました。

3。 決算カー ドフル活用

決算カー ドを活用して、同等の他市との比較検証し自分の市の財政事情をしつかり把握
することが必要。
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■財政運営の視点

①持続可能な財政状況にあるか (財政の健全性)

②事業の成果は上がっているか。改善すべきことはないか。 (PDCA、 施策の効果と改善)

③違法不当な収入 。支出はないか。
(財務・財産管理・会計処理の適正性)

・健全化判断比率は、国の指導または管理を受けるかどうかの判断基準にしか過ぎない。
・議会としては、将来にわたつて自立的に運営できる財政へ導くべく、自治体経営への

監視と提言を行うべくではないか。
・財政状況の客観的な分析と把握が必要。
■客観的な財政状況を診るために
。「決算カー ド」

①王児状の財政状況を確認する。

財政指標とその推移を見る。
・「財政状況資料集」

②類似団体との比較によつて客観的に自分の団体の状況を把握する。
財政状況のどの部分に課題があるかを分析する。

・指標の理解・・・フローとス トックに分けて時系列比較と類似団体比較で客観的に

判断する。
・市町村税の所得割 (個人の住民税)と法人税割 (法人の住民税)の比較

③まちづくりの方向性を確認する。
過去からの推移、将来人口推計からの予測
企業育成で法人税割を増やす? ⇒ 雇用を増やして所得割を増やす ?)

・税の徴収率 : 重要なのは現年分
。「区分」は「決算統計」上のもので「決算書」の「節」区分とは異なる。
④大きな分類は、「義務的経費」「投資的経費」「その他の経費」

。「義務的経費」⇒ 人件費、扶助費、公債費 :裁量的な支出でないもの。
。「投資的経費」⇒ 普通建設事業費 (公共施設の建設)は主で、加えて災害復旧事業。
・「充当一般財源等」⇒ 決算額のうち、一般財源等の充当額で、臨時的一般財源と

経常一般財源を合わせた充当額。
・「経常経費充当一般財源等」⇒ 充当一般財源のうち、毎年経常的な経費に充当した
一般財源の額
■予算で指摘する視点

計画する予算が、下記内容を充分検討しているか確認する必要がある。
・政府の動きと財政制度の関係
・実質単年度収支の確認
・地方創生の誘導
・地域の特徴資源を活かした政策
。エビデンスに基づく取り組み
※ (エ ビデンスに基づく政策立案)は、我が国の 経済社会構造が急速に変化する中、限ら
れた資源を有効に活用し、国民により信頼される行 政を展開することを目指すための取組
である。
※地元企業や地域団体の社会経済力を引き出す施策 フイズスペンディング
「賢い文出」という意味の英語。経済学者のケインズの言葉。不況姑策として財政支出を
行う際は、将来的に利益 。利便性を生み出すことが見込まれる事業・分野に対して選択的
に行 うことが望ましい、という意味
B公共施設の再編問題の対応
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今後以上の内容を議会の中で確認して、市民に必要な財政計画や予算配置がされている
のか確認して行きたいと思います。

また、企業は、利益を追求するが、自治体は、サービスを提供する。故に黒字にする必

要なしを基本として長期財政計画を立てる必要があると感じました。

η

じ
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2月 5日 υり 9:30-11:30
■研修内容
【保育分野の現状と取り組みについて】

・保育士の処遇改善
・幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要
【講  師】 内閣府   子ども。子育て支援担当企画官

厚生労働省 子ども家庭局保育課

【開催場所】 参議院議員会館

杉原広高

萩野仁視

1.幼児教育の無償化について

(幼児教育・保育の役割)

20代や 30代の若い世代が理想の子供数を持たない理由は、「子育てや教育にお金がかか

りすぎるから」が最大の理由であり、毅育費への支援を求める声が多い。子育てと仕事の

両立や、子育てや教育にかかる費用の負担が重いことが、子育て世代への大きな負担とな

り、我が国の少子化問題の一因ともなっている。 ュ
このため、保育の受け皿拡大を図りつつ、幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措

置を講じることは、重要な少子化対策の一つ。
また、幼児期は、能力開発、身体育成、人格の形成、情操と道徳心の酒養にとつて極め

て大切な時期であり、この時期における家族・保護者の果たす第一義的な役割とともに、

幼児教育・保育の役割は重要である。幼児毅育・保育は、知識、 IQな どの認知能力だけ
ではなく、根気強さ、注意深さ、意欲などの非認知能力の育成においても重要な役割を果
たしている。加えて、人工知能などの技術革新が進み、新しい産業や雇用が生まれ、社会
においてコミュニケーション能力や問題解決能力の重要性が高まつている中、こうした能
力を身につけるためにも、幼児期の教育が特に重要であり、幼児教育・保育の質の向上も

不可欠である。
さらに、幼児教育が、将来の所得の向上や生活保護受給率の低下等の効果をもたらすこ

とを示す世界レベルの著名な研究結果もあり、諸外国においても、 3歳～ 5歳児の幼児教

育について、所得制限を設けずに無償化が進められているところである。
例えば、イギリス、フランス、韓国においては、所得制限を設けずに無償化が行われて

いる (イ ギリスでは5歳から義務教育)。

安倍政権においては、平成 26年度以降、幼児教育無償化の段階的推進に取り組んできた

ところであり、幼稚園、保育所、認定こども園において、生活保護世帯の全ての子供の無

償化を実現するとともに、第 3子以降の保育料の無償化の範囲を拡大してきた。そして、
今年度からは、住民税非課税世帯では、第 3子以降に加えて、第 2子も無償とするなど、
無償化の範囲を拡大してきた。

(具体的内容)

子育て世帯を応援し、社会イ呆障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を
一気に加速する。広く国民が利用している3歳から5歳までの全ての子供たちの幼稚園、
保育所、認定こども園の費用を無償化する。なお、子ども 。子育て支援新制度の対象とな
らない幼稚園については、公平性の観点から、同制度における利用者負担額を上限として

無償化する。

幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については、専門家の声
も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及
び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。
0歳～ 2歳児が 9割を占める待機児童について、 3歳～ 5歳児を含めその解消が当面の

最優先課題である。待機児童を解消するため、「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年
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度までに32万人分の保育の受け皿整備を着実に進め、一日も早く待機児童が解消されるよ

う、引き続き現状を的確に把握しつつ取組を進めていく。こうした取組と併せて、0歳～

2歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化を進めることとし、現在
は、住民税非課税世帯の第 2子以降が無償とされているところ、この範囲を全ての子供に

拡大する。

なお、0歳～ 1歳児は、フークライフバランスを確保するため、短時間勤務など多様な

働き方に向けた環境整備、企業による職場復帰の確保など男性を含め育児休業を取りやす

くする取組、育児休業明けの保育の円滑な確保、病児保育の普及等を進めるなど、引き続

き、国民の様々な声や制度上のボトルネックを的確に認識し、重層的に取り組んでいくと
のこと。

(実施時期)

こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わ

せて、2019年 4月 から一部をスター トし、2020年 4月 から全面的に実施する。
また、就学前の障害児の発達支援 (いわゆる障害児通園施設)についても、併せて無償

化を進めていく。さらに、人工呼吸器等の管理が必要な医療的ケア児 4に対して、現在、

看護師の配置・派遣によつて受入れを支援するモデル事業を進めるとのこと。

(幼児鍛育の無償化に伴 う取組)

地方自治体によつては、既に独自の取組により無償化や負担軽減を行つているところが

ある。今般の無償化が、こうした自治体独自の取組と相まって子育て支援の充実につなが

るようにすることが求められる。このため、今般の無償化により自治体独自の取組の財源
を、地域における子育て支援の更なる充実や次世代へのつけ回し軽減等に活用することが

重要。

○ 今般の無償化を契機に、質の向上を伴わない理由のない保育料の引上げが行われ、結

果として国等の財政負担により事業者の利益を賄 うことのないよう、関係団体や都道府県、

市町村等とも連携し、実態の調査及び把握について検討していくとともに、事業者に対す
る周知徹底を図ることの説明を受ける。

(地方財政計画及び地方交付税の対応)

○ 無償化に係る地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を

増額確保した上で、個別団体の地方交付税の算定に当たつても、地方負担の全額を基準財

政需要額に算入するとともに、地方消費税の増収分の全額を基準財政収入額に算入する。

2.待機児童の解消について

待機児童の解消は、待つたなしの課題である。
2018年度から2022年度末までの5年間で、女性就業率 80%に対応できる 32万人分の保

育の受け皿を整備する「子育て安心プラン」を策定したところである。同プランをより速
く実現させるため、同プランを前倒しし、2020年度末までに 32万人分の受け皿整備を行

う。幼児教育の無償化よりも待機児童の解消を優先すべきとの声がある。幼児教育の無償

化は消費税率引上げによる増収にあわせ 年度から段階的に取組を進めていくのに対し、
「子育て安心プラン」は、2018年 度 (来年度)から早急に実施していく。併せて、保

育士の確保や他産業 との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組むこととし、今年度の

人事院勧 告に伴 う賃金引上げに加え、年4月 から更に 1%(月 3000円相当)の賃金 ラ|

上げを行うとの説明を受ける。
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【感想】

今回の研修から、私の姪も保育士をしていたが、何時も家に帰つても過酷な労働、安い

報酬、保護者との議論のス トレス、職場の責任の重さが大変だと言つており、結婚ととも
に一端職を辞すことになったが、子育てとともに転居地で再度、市の試験を受けて合格し

た。市の規模や財政力、制度の違いを話してくれたが、やはり処遇の改善や専門職にある

仕事につく方は、優先順位をしつかり上げるべきと本市も制度を明確にする必要があると

感 じました。
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