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１ 市町村合併と地方交付税との関係について 
平成１７年３月３１日の合併特例法期限内に合併すると国・県からの合併特例債を含め

た様々な財政支援措置（別添資料）が受けられることとなっています。なお、法定期限後

については、合併は引き続き推進するが、財政的な優遇措置はやめ、合併に関する障害の

除去にかかる施策は引き続き行うこととなっています。 
一方、地方制度調査会では、合併特例法期限後の小規模自治体のあり方を議論しており、

現時点では議論の最中であるので、それらが具体的に見えてこないと、合併に関する地方

交付税の将来像も見えてこないものと思われます。しかし、今年４月に出された「今後の

地方自治制度のあり方についての中間報告」や現在までの議論をふまえて今後の地方交付

税の見通しについて概観してみますと、 
(1)合併優遇措置 

現在行われている合併特例法上の地方交付税に係る合併支援措置は別添資料のと

おりであり、平成１７年３月の合併特例法の失効を持ってこれらの優遇措置はなくな

ります。これらは、特例法に根拠を持っているためです。それまでに決定した措置（合

併算定替えや特例債の元利償還金の交付税算入）は、団体ごとに終了するまで行われ

る。たとえば、合併算定替えにあっては、合併後１５年間計算し続ける。しかし、平

成１７年以降に合併しても合併算定替えは適用されません。 
(2)小規模団体への交付税措置 

小規模団体に対する交付税措置は、今後小規模団体がどのように「制度設計」され

るかによります。 
小規模町村については地方制度調査会の中間報告で、法律上の人口要件を示すべき

だという意見とこれを示すことに慎重な意見が両論併記されましたが、大きく２つの

ケースが考えられると思われます。 
その一つは基礎的自治体の内部で地域自治組織となる場合で、基礎的自治体の組織

の一部として事務を分掌する行政区的なタイプと特別地方公共団体として法人格を

有するタイプの二つのタイプに分けられますが、後者のタイプでもその財源移転は基

礎的自治体からの財源移転を原則とし、課税権と地方債の発行権限は認めないことと

し、地方交付税も基礎的自治体について算定し、交付されることになります。 
もう一つは、合併特例法期限後は、新しい法律（現行法のような財政支援措置はと

らず、合併に関する傷害を除去するための特例が中心になる）を制定し、一定期間さ

らに自主的な合併を促すことになりますが、このようなプロセスを経た後においても

基礎的自治体として求められる十分な自治体経営の基盤を備えない場合には、小規模

町村は事務の一部のみを処理し、都道府県にそれ以外の事務の処理を義務づけること

が検討されており、この場合にはその事務に応じた交付税が算定されることが考えら

れます。 
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地方交付税制度は、地方自治体が行政を行えるよう、地方税を補完する制度です。地方

公共団体をどのような姿にするのか、そのためにどのような仕事を担わせるのか、そのた

めにどれだけの財源を与えるのかが決まった後に、国として財源保障と財源調整を行う仕

組みとなっているため、今後の地方自治体のあり方がどうなるかに今後に地方交付税の見

通しがかかっているといえます。 
 
【合併算定替について】 
 普通交付税は、各地方公共団体に財源の不足分に応じて配分することとされており、人

口や面積等から算出した基準財政需要額から税収入を中心とした基準財政収入額で算出さ

れます。 
市町村合併が行われた場合、一般的には事務の重複部分の削減や人口や面積が大きくな

ることによりさまざまな経費の節約が見込まれますので、新町に対して交付される普通交

付税の額は、合併せずに存在した町の普通交付税の合計額に比べ減少すると考えられます。 
 しかし、合併による経費の節減は合併後すぐにできるものばかりでないことから、激変

緩和措置として、合併後においても一定期間は別々に４町村が存在するものとみなして、

各年度に個々の団体ごとに算定した普通交付税額の合算額を交付し、合併によって交付税

上不利益にならないよう配慮されています。これを「合併算定替」といいます。 
つまり、合併年度及びこれに続く１０年度については、合併市町村に交付すべき普通交

付税について、合併算定替による額と一本算定（合併市町村について算定した交付税額）

による額を比較し、合併算定替えによる額の方が大きい場合にはその算定方法による額を

合併市町村に交付すべき普通交付税の額として算定し、その後の５年度については合併算

定替による交付税の増加額に総務省令で定める率（１年目 0.9、２年目 0.7、３年目 0.5、４

年目 0.3、５年目 0.1）を乗じた額を下らないように算定した額とされています。この間に、

合併市町村の行財政の円滑化・効率化を進め、スケールメリットを活かしたまちづくりを

実現していくものと考えられます。 
 

【段階補正について】 
標準的な自治体の人口を１０万人として、それより少ない自治体の交付税については割

り増しして配分されるようになっています。この割り増しを段階補正といいます。これは、

人口が少ない町村ほど住民一人あたりの行政経費は沢山かかることから交付税を厚く配分

する仕組みとなっていますが、地方制度調査会の中間報告ではこのような市町村の規模に

応じて行われてきた財政措置について見直しを図ることが避けられない状況にあるとされ

ています。 
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【普通交付税にかかる財政支援策について】 
①合併特例債 

合併年度及びこれに続く１０年間に限り、「新町建設計画」に基づいて行われる事業を

したり、地域の振興などに必要な基金を造成したりするために、特に有利な条件で借

りたお金（事業などに必要な金額の９５％の部分に使え、借りたお金とその利子の７

０％が普通交付税として交付される）を使うことができます。 
 東部４町の合併特例債の額 １６２億２千万円 
 内訳 ①合併後の新町まちづくりのための財政措置 
          標準全体事業費 １３９．７億円（合併から１０カ年間の事業の合算額） 
     起債可能額   １３２．７億円（標準全体事業費の９５％） 
     普通交付税算入額 ９２．９億円（起債可能額の７０％） 
 

② 合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置 
基金造成の上限  ２２．５億円 

      普通交付税算入額 １５．０億円 
 

②普通交付税の合併補正 
合併後における行政の一体化（基本構想等の策定、情報ネットワークの整備等）に、

要する経費が普通交付税として交付されます。東部４町で３．５億円 
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２ 地方交付税制度が平成１３年度の制度のままであるとした仮定の下での 

３０年間の普通交付税額シミュレーション 
 
 地方交付税制度は毎年改正されており、また現在、経済財政諮問会議を代表として、地

方制度調査会や地方分権改革推進会議で地方交付税制度の今後のありかたについての議論

がなされ、その仕組みが大きく変わろうとしています。将来の地方交付税額については現

時点で推測することは非常に難しい面があります。 
しかしながら仮に、平成１３年度の地方交付税制度が今後も続くものとの仮定の下に、

合併に伴う地方交付税の将来像、及び合併しなかった場合との比較検討をおこなうため、、

合併に伴う財政支援措置のうち普通交付税に係るものを含めた合併後３０年間の普通交付

税額シミュレーションを試み、これについて考察を試みてみます。 
 
(1)試算方法について 
４町単純集計額(a)： 
試算１年目については、平成１３年度決算額（６９億１,８５３万２千円：臨時財政対策

債を除く）を入力。以降の普通交付税額については最近の４町の交付税額の推移を参考に、

年率３％減により計算しました。 
＊東部４町の最近の交付税額の推移 

平成１０年度は対前年度 ＋５．０％ 
平成１１年度は対前年度 －１．７％ 
平成１２年度は対前年度 －０．２％ 
平成１３年度は対前年度  －５．９％ 
平成１４年度は対前年度  －５．７％ 
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東部４町の交付税額の推移

臨時財政対策債（参考）

地方交付税額

  
交付税額の減少に対して、臨時財政対策債が措置されています。臨時財政対策債とは、

元利償還金の全額が基準財政需要額に算入される地方債で平成１５年度までの３カ年間の

制度とされており、平成１６年度以降は未定です。 
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一本算定額(b)： 
試算１年目については、仮に平成１３年度に合併した場合の新町における普通交付税額

を試算しました。以降の数値については、４町単純集計額(a)と同率の年率３％減により計

算しましました。なお、普通交付税は町ごとに毎年度算定されるため、平成１３年度の４

町単純集計額６９億１,９００万円及び一本算定額５５億１，６００万円（この試算値は平

成１３年度に仮に合併した場合の新町の普通交付税額である）が１０年間保障されるので

はないことに注意を要します。 
 
合併算定替額(c)： 

１０年間は、４町がなお合併前の区域で存続した場合に算定される合算額、すなわち４

町単純集計額(a)を入力しました。その後の５年間は合併算定替による普通交付税の増加額

に一定割合（１年目 0.9、２年目 0.7、３年目 0.5、４年目 0.3、５年目 0.1）をかけた額を

各年度の一本算定額(b)に計上しました。 
（例）試算１１年目 ４，９９９≒４，０６８＋０．９×（５，１０２―４，０６８） 

 
合併特例債(d),(e)： 

合併特例債ハード事業に係る普通交付税措置は１０年間で９２．９億円、またソフト事

業に係る普通交付税措置は１０年間で１５．０億円を各々年度均等割により計算しました。 
 
合併補正額(f)： 
臨時的経費に係る普通交付税措置（５年間で３．５億円）を年度均等割により計算しま

した。 
 
合併した場合の普通交付税額(g)： 
一本算定額及び各種財政支援措置による普通交付税額を計算しました。 

 
合併しない場合の普通交付税額(h)： 

４町の普通交付税単純計(a)と同額としました。 
 
単年度あたり差引額(i)： 
合併した場合の普通交付税額(g)と、合併しない場合の普通交付税額(h)の差を計算しまし

た。このシミュレーションでは、試算１１年目でマイナスに転じます。 
 
差引累計額(j)： 

単年度あたり差引(i)の累積額を計算しました。このシミュレーションでは、試算１０年目
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に最大となり、以降は逓減します。 
 
(2)試算結果について 

 

 



合併算定替により旧４町の普通交付税額（厳密には、合併がなかった

ものと仮定して毎年算定された普通交付税額）が算出され、なおかつ各種財政支援措置に

より普通交付税が上乗せされるため、試算１０年目には差引累計額が最大となります。ま

た、試算１１年目からは単年度あたりの差引額はマイナスに転ずる結果となります。 
 
(3)このシミュレーションの限界 
① １３年度決算額を基準に、それ以降の一本算定額及び合併算定替額を年率３％減に

より試算しているが、平成１４年度における４町の普通交付税額（臨時財政対策債除

く）は、マイナス５．７％（県内平均マイナス５．２％、藍住町マイナス５．０％、

鴨島町マイナス９．６％）であり、率設定が現実に合致していない面もあります。 
例えば、同額の普通交付税を受け取るＡ町とＢ町において、普通交付税自体が年率

マイナス３％で推移する場合、Ａ町及びＢ町の受け取る普通交付税額は図１のとおり

です。 
（図１） 

 Ａ町の交付税額 
(A) 

Ｂ町の交付税額 
(B) 

計 
(A)+(B) 

対前年比 

Ｘn 1,000 1,000 2,000 ― 
Ｘn+1 970 970 1,940 △3.0% 
Ｘn+2 941 941 1,882 △3.0% 
Ｘn+3 913 913 1,826 △3.0% 
 

ここで、Ａ町が合併し、Ｂ町は合併しないとする。普通交付税の合計額は変わらな

いとし、そのうち毎年 100 がＡ町の合併特例債元利償還金充当分に振りかわるならば

（交付税が合併した市町村に重点的に配分されると）、Ａ町及びＢ町の受け取る普通交

付税額は図２のとおりとなり、結果的に合併しないＢ町の受け取る普通交付税額は全

体の伸び率（マイナス３％）以上に減額することになります。なお、今回のシミュレ

ーションでは、このような合併に伴う財政支援措置の影響を考慮しておらず、合併す

る場合も合併しない場合も、普通交付税を毎年マイナス３％で推移させています。 
（図２） 

Ａ町 Ｂ町  
交付税額

(A) 
対前年比 交付税額

(B) 
対前年比 

計 
(A)+(B) 

Ｘn 1,100 ― 900 ― 2,000 
Ｘn+1 1,070 △2.7% 870 △3.3% 1,940 
Ｘn+2 1,041 △2.7% 841 △3.3% 1,882 
Ｘn+3 1,013 △2.7% 813 △3.4% 1,826 
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② 平成１３年度の交付税の算定方法が合併後３０年間変わらないものと想定し試算を 
行ったため、交付税制度の見直し（事業費補正、段階補正等の見直しだけでなく制度 
自体の抜本的見直し）に係る影響額を考慮していません。 
 

③ 合併する場合しない場合を問わず、今後の各市町村の行財政運営の適正化、効率化、 
経営努力、施策体系等を反映できていません。 
 

④ 合併にともなう特別地方交付税等の支援額を加味していません。 
 
(4)．財政計画の策定について 
 今回のシミュレーションによる交付税額試算は、現在三位一体改革として議論されてい

る将来の交付税制度の改革を踏まえてのものではなく、あくまで平成１３年度を基準に毎

年度同一の率設定（マイナス３％）を行った理論値であり、「合併したらどうなるか」とい

う単純推移に過ぎず、政策的判断や行財政運営の総合的見地から試算されたものではあり

ません。 
 合併協議会では、合併特例法第５条の規定に基づく財政計画を作成します。財政計画と

は合併後おおむね１０年程度の期間について定められるもので、現在の４町の財政状況を

基本にしつつ、「合併したらどうしていくの」という合併後の将来像（新町建設計画）を財

政的見地から担保するものとして、歳入・歳出それぞれの科目ごとに現況、過去の実績及

び経済情勢等を総合的に勘案しながら策定するものであり、その際のシミュレーションで

は、これらのことが反映されることになります。 
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別添資料 
 市町村合併に係る支援の概要 
国による特例措置 
１合併特例法に基づくもの 
(1)財政支援 

（合併特例債による措置） 
 

・ 合併市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置 

  
  合併後１０カ年度は市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に合併特例債を充当

（９５％）。元利償還金の７０％を普通交付税措置。（東部４町起債可能額１３２．７億円）

・ 合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置 

  
  旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のため行う基金造成に対し特例地方債を充

当（９５％）。元利償還金の７０％を普通交付税措置。（東部４町起債可能額２２．５億円）

（国費による補助） 
 

・ 合併準備補助金 

  
  市町村建設計画の作成及びそのための準備等に要する経費を措置。合併協議会を構成す

る１団体につき一律 ５００万円を配分。 

・ 合併市町村補助金 

  
  合併に伴い必要な事業として市町村建設計画に位置付けられた経費につき、合併関係市

町村の人口規模に応じて措置。（東部４町で４．２億円） 

 

（普通交付税による措置） 
 

・ 普通交付税額の算定の特例（合併算定替） 

  
  合併後１０カ年度は合併しなかった場合の当該年度ごとに算定される普通交付税を保

障。さらに５カ年度は激変緩和措置。 

・ 合併直後の臨時的経費に対する財政措置（合併補正） 

  
  合併後における行政の一体化（基本構想等の策定・改定、ネットワークの整備等）に要

する経費等に対する措置。（東部４町で３．５億円） 

（特別交付税による措置） 
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・ 合併市町村に対する財政措置 

  
   合併を機に行われる新しいまちづくり、合併関係市町村間の公共料金格差調整、公債

費負担格差の是正や土地開発公社の経営健全化等についての需要に的確に対応するため

の措置。 

・ 合併準備経費に対する財政措置 

      合併協議会設置経費等に対する措置。 

・ 合併移行経費に対する財政措置 

  
    合併関係市町村が合併市町村の一体性の速やかな確立を図るため合併前に要する経費

に対する措置。 

 
(2)議会議員に関すること 
・議員の定数・任期の特例 

在任特例 
合併後一定の期間、旧市町村の議員がそのまま新市町村でも引き続き議員として在任 

定数特例 
定数の特例が設けられる（新設合併の場合は定数の２倍まで） 

 
・議員の退職年金に関する特例 

市町村合併がなかったならば退職年金の在職期間の要件（在職期間１２年以上）を満

たすものについては、年金受給資格が認められる。 
 
(3)その他の特例措置 
・市となるべき要件の特例 

平成１６年３月３１日まで→人口３万人以上、 
平成１７年３月３１日まで→人口４万人以上及び県条例等その他の要件 

２ 国の市町村合併支援プランに基づくもの（１合併特例法に基づくものを除く） 
 
(1)関係省庁の連携による支援 

道路等の社会資本整備に充てる補助金の優先採択、重点投資 
生活環境、情報技術（ＩＴ）、教育等の各分野における事業の優先採択、重点投資 
 

(2)「市町村合併相談窓口」の設置  

各省庁が連携・協力して、本省の窓口、インターネットを活用した窓口、地方支分部

局における窓口等を設置
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県による支援（徳島県市町村合併支援プランに基づくもの） 
 

１財政的支援 

 
(1)徳島県合併協議会活動支援事業費補助金  

合併協議会の活動経費の一部を補助（上限３千万円） 
 
(2)徳島県市町村合併特別交付金 

合併後のまちづくりに必要な事業に対して交付。（東部４町で７億円） 
 
２行政的支援 
 
(1)市の要件の緩和 

県条例で定める都市的施設その他、都市としての要件を緩和 
 

(2)県の出先機関の所管区域の変更（各種広域計画の適切な措置） 
 
(3)地域支援本部の設置 
  合併協議会が設置された場合には、当該地域に地域支援本部を設置し、地域の実情に合

わせて支援 
 
３人的支援 
 
(1)合併協議会事務局への県職員の派遣 

要請があれば、当該協議会の体制等を勘案の上、県職員を派遣 
 

(2)合併協議会委員への県職員の参画 
 学識経験者の委員として、合併協議会に参画 

 
４各部連携による支援等 
 
(1)合併市町村等への事業の優先採択、重点実施 

市町村合併を支援する道路などの社会資本整備、情報通信基盤の整備、生活環境の整 
備、保健・医療・福祉の充実、教育環境の充実、産業の振興を図るため事業を優先採択、 
重点実施 
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