モニタリング
（※１）

政策

名

主要な政策に係る政策評価の事前分析表（平成28年度実施政策）
（総務省28－⑥）

政策６：分権型社会を担う地方税制度の構築

作成責任者名
担当部局課室名

政策の概要

分権型社会を推進する中で、地方がその役割を十分に果たすため、地方税を充実し、税源の偏在性が少なく、税収が安定的
な地方税体系を構築する。また、住民自治の確立に向けた地方税制度改革を行う。

自治税務局企画課
他５課室

分野【政策体系上
地方行財政
の位置付け】

地方分権の推進の観点からは、地方団体が提供する行政サービスの財源については、できるだけ地方税により安定的に賄うことが望ましいが、多くの地方団体において必要な財源を確
基本目標【達成すべき目標及び
保することが困難な状況にある。そこで、自らの発想で特色を持った地域づくりができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる地方税の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく
目標設定の考え方・根拠】
税収が安定的な地方税体系を構築する。また、公共サービスの対価を広く公平に分かち合うという地方税の応益課税を強化する。

施策目標

測定指標
（数字に○を付した測定指標は、
主要な測定指標）

1

地方税を充実し、税源の偏在性
が少なく、税収が安定的な地方
税体系を構築すること

4

目標（値）
基準年度

国・地方間の税源配分比率 国：地方 ＝ 58.2：41.8
＜アウトカム指標＞
（平成24年度決算）

地方税の都道府県別人口
一人当たり税収額の最大値 最大値／最小値 2.5倍
と最小値の比較
（平成24年度決算）
＜アウトカム指標＞

地方税制度の「自主的な判
断」と「執行の責任」を拡大
する方向で改革するための
取組
＜アウトプット指標＞

政策評価実施
予定時期

平成29年８月

年度ごとの目標（値）
基準（値）

歳入総額に占める地方税の
地方税の割合 34.5％
② 割合
(平成24年度決算)
＜アウトカム指標＞

3

自治税務局企画課長
稲岡 伸哉

地域決定型地方税制特例
措置既存導入数 ９項目
（平成26年度税制改正によ
る導入数 ５項目）

目標年度

28年度

測定指標の選定理由、施策目標と測定指標の関係性（因果関係）
及び目標（値）（水準・目標年度）の設定の根拠

国と地方の税源配分については、国と地方の役割分担に応じた税源
地方が自由に使える財源を拡充する観点から、国と地方の税源配分 配分とすることが望ましい。
地方が自由に使える
地方税の充実や国と地方の税源配分の在り方の見直しによって、地方
の在り方を見直す。
財源を拡充する観点
への税源配分比率が高まることとなるため、指標として設定。
25年度 から、国と地方の税 28年度
※ただし、景気の変動等、他の要因の影響を受ける可能性がある。
源配分の在り方を見
国：地方
＝
59.6：40.4
国：地方
＝
61.6：38.4
直す。
【参考】
―
(平成25年度決算)
(平成26年度決算)
（平成23年度決算）国：地方＝57.4：42.6
（平成22年度決算）国：地方＝56.5：43.5
地方団体が提供する行政サービスの財源はできるだけ地方税により
安定的に賄うことが望ましいことから、地方税を充実させ、税収が安定
地方税を拡充し、歳入総額に占める地方税の割合を拡充する。
的な地方税体系を構築することによって、歳入総額に占める割合が増
地方税を拡充し、歳
加するため、指標として設定。
入総額に占める地
28年度
※ただし、景気の変動等、他の要因の影響を受ける可能性がある。
25年度
方税の割合を拡充
する。
地方税の割合 35.0％ 地方税の割合 36.0％
【参考】
―
(平成25年度決算)
(平成26年度決算)
（平成23年度決算）34.1％
（平成22年度決算）35.2％
地域間の財政力格差が拡大しないよう、税源の偏在性を小さくする必
要がある。都道府県別人口一人当たり税収額の比較は、税源の偏在
性を示す一つの目安となるため、指標として設定。
※ただし、景気の変動等、他の要因の影響を受ける可能性がある。

税源の偏在性が少ない地方税体系を構築する。
税源の偏在性が少
25年度 ない地方税体系を構 28年度
築する。

地方団体の課税自
主権の一層の拡充
を図る観点から、引
25年度
き続き検討を行い、
特例の対象を更に
拡充する。

住民自治の確立に向けた地方税
制度改革を実施すること

地方税における税負担軽減
措置等のうち、特定の政策
54項目を見直し
目的のために税負担の軽
（うち５項目を廃止・縮減）
⑤
減等を行う「政策減税措置」
（平成26年度税制改正）
の項目数
＜アウトプット指標＞

26年度

年度ごとの実績（値）（※２）
27年度

25年度

引き続き見直しを行
い、適用僅少の特例
等につき廃止・縮減
を実施。

最大値／最小値 2.6倍 最大値／最小値 2.6倍
(平成25年度決算)
(平成26年度決算)

―

地方団体の課税自主権の一層の拡充を図る観点から、引き続き検
討を行い、特例の対象を更に拡充する。
28年度
地域決定型地方税制特
例措置既存導入数
17項目
(平成27年度税制改正に
おける導入数 ８項目)

地域決定型地方税制特
例措置既存導入数
22項目
(平成28年度税制改正に
おける導入数 ５項目)

―

【参考】
（平成23年度決算）最大値／最小値 2.5倍
（平成22年度決算）最大値／最小値 2.6倍
地方団体の自主性・自立性を一層高め、地域の実情に対応した政策を
展開していくことが理想である。地方税制度の「自主的な判断」と「執行
の責任」を拡大する方向で取り組むことは、住民自治の確立に向けた
地方税制度改革につながると考えられるため、指標として設定。（「地
域決定型地方税制特例措置」とは、国が一律に定めていた特例措置
の内容を地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕
組み）
なお、平成26年度の実績値及び【参考】の平成25年度税制改正におけ
る導入数については、記載誤りのため訂正している。

【参考】
（平成25年度税制改正における導入数）２項目
（平成24年度税制改正における導入数）２項目
税負担軽減措置等は、地方団体が提供する行政サービスの財源とし
ての地方税を減収させる要因の一つであることから、適用僅少の特例
引き続き見直しを行い、適用僅少の特例等につき廃止・縮減を実施。 等であるか、適宜その実態の透明化を図ることが望ましい。税負担軽
減措置等を見直すことは、住民自治の確立に向けた地方税制度改革
28年度
につながると考えられるため、指標として設定。
66項目を見直し
65項目を見直し
（うち14項目を廃止
（うち26項目を廃止
【参考】
―
・縮減）
・縮減）
（平成25年度税制改正）62項目を見直し（うち16項目を廃止・縮減）
(平成27年度税制改正) (平成28年度税制改正)
（平成24年度税制改正）46項目を見直し（うち15項目を廃止・縮減）

達成手段
（開始年度）

予算額（執行額）（※３）
26年度

27年度

28年度

関連する
指標（※４）

・税制調査会で決定した税制改正大綱に基づき、地方税法改正案を作成
・毎年度の税制改正等に向けて、税制調査会における審議等への対応
・地方税に関する調査、資料の作成
・地方税負担軽減措置等の整理
・地方法人課税及び自動車関係税制のあり方についての検討
・消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方団体の役割拡大に向けた検討
(1)

地方税制度の整備に必要な経費
（昭和25年度）

35百万円
（26百万円）

30百万円
（26百万円）

35百万円

1～5

平成28年度行政事業
レビュー事業番号

達成手段の概要等

等

【成果指標（アウトカム）】
・代替指標／租税総額に占める地方税の割合
・代替指標／（参考）都道府県別人口一人当たり地方税収額の最大値と最小値の比較
【活動指標（アウトプット）】
・地方税法の一部を改正する法律案の成立：１件（平成28年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
税制改正大綱に基づき、地方税法改正案の作成等を実施することにより、財源の偏在性が少なく、税
収が安定的な地方税体系が構築されることに加えて、住民自治の確立に向けた地方税制度の改革が
推進されることとなるため、地方団体が提供する行政サービスの財源は、できるだけ地方税により安定
的に賄うという分権型社会を担う地方税制度の実現に寄与する。

0023

最重点課題となっている地方創生を推進するため、ふるさと納税を拡充（ふるさと納税枠の拡充等）す
る制度改正にあわせたPRを広く実施するとともに、手続簡素化のための取組を行い、ふるさと納税の
一層の活用を促進する。

(2)

ふるさと納税の手続簡素化及びPR
（平成26年度）

(3)

地方税法
（昭和25年）

1百万円
（１百万円）

239百万円
（135百万円）

―

―

―

―

―

1～5

【成果指標（アウトカム）】
・ふるさと納税者数：60万人（平成28年度）
【活動指標（アウトプット）】
・ポスターの配布部数
・リーフレットの配布部数
・ふるさと納税活用事例集
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
ふるさと納税の手続簡素化及びＰＲを実施することは、ふるさと納税の活用がより一層促進されること
で、各地で地方創生の実現に向けた取組を支援する動きが広がり、地方団体が自らの発想で特色を
持った地域づくりを行うことに寄与する。

地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

施政方針演説等の名称

政策の予算額・執行額

36百万円
（27百万円）

269百万円
（161百万円）

35百万円

政策に関係する内閣の重要政策（施
平成28年度税制改
政方針演説等のうち主なもの）
正の大綱

※１ 政策とは、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承）に基づく別紙１の様式における施策に該当するものである。
※２ 「年度ごとの実績（値）」欄のかっこ書きの年度は、その測定指標の直近の実績（値）の年度を示している。
※３ 前年度繰越し、翌年度繰越しの他、移流用増減、予備費での措置等を含む。
※４ 測定指標は施策目標の達成状況が端的に分かる指標を選定しており、必ずしも達成手段と関連しないため「―」となることがある。

0024

年月日

関係部分（抜粋）

現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする
観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上
げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入
平成27年12
する。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取
月24日
り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税
ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずる。このほか、
震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。

