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○愛媛県と東京都の地域間比較○愛媛県と東京都の地域間比較

１世帯当たりの自動車の保有台数などから、道路特定財源の年間税１世帯当たりの自動車の保有台数などから、道路特定財源の年間税

 負担額を比較すると、負担額を比較すると、愛媛県民愛媛県民は大都会のは大都会の東京都民東京都民に比べて、負担額でに比べて、負担額で

 約１．８倍、家計に占める割合で比較すると約１．８倍、家計に占める割合で比較すると３倍３倍負担が大きくなっている。負担が大きくなっている。

愛媛県と東京都の比較 (A)愛媛県 (B)東京都 （Ａ）÷(B)

① 人口 １，４６７，８１５人 １２，７１８，５８２人

②

 

世帯数 ５８２，８０３世帯 ６，０２９，１３４世帯

③＝①÷②

 

世帯当たり家族数 ２．５２人 ２．１１人

④

 

県民所得 ２，３０９千円 ４，５５９千円 ０．５１倍

⑤＝③×④

 

世帯当たり所得 ５，８１５千円 ９，６１７千円 ０．６０倍

⑥

 

世帯当り普通車(乗用) 台数 ０．７２台 ０．４８台

⑦

 

世帯当り軽四乗用車台数 ０．４６台 ０．０５台

⑧

 

世帯当り乗用車(軽四含む) 台数 １．１９台 ０．５３台 ２．２５倍

⑨

 

世帯当たり道路特定財源の年間負担額 ７３，１９６円 ４０，４５０円 １．８１倍

⑩＝⑨÷⑤

 

家計に占める負担割合 １．２６％ ０．４２％ ３．００倍３．００倍

（参考）（参考）
 道路特定財源の負担額の比較道路特定財源の負担額の比較

注)年間走行距離や車の買い替え期間等は愛媛県と東京都で同じ推算値を用いて試算
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○地域間比較の計算に用いた条件○地域間比較の計算に用いた条件

人口、世帯数、自動車保有台数などの統計データと、下記に示す人口、世帯数、自動車保有台数などの統計データと、下記に示す

 自動車の購入や走行条件に基づき試算。自動車の購入や走行条件に基づき試算。

試算のために想定した数値 普通自動車 軽四自動車

年間走行距離 １０，０００ｋｍ ７，０００ｋｍ

燃費

 

(１リットル当たり) １０．０ｋｍ １５．０ｋｍ

車両重量 １．３６ｔ ０．７０ｔ

車輌価格 １８０万円 １１０万円

車両買い替え期間 １１．０年 １１．０年

揮発油税

 

(１リットル当たり) ５３．８円 ５３．８円

自動車重量税

 

(年当たり)
０．５ｔ当たり

６，３００円

定額

４，４００円

自動車取得税

 

（取得時) 車両価格の５％ 車両価格の５％

車両1台当りの道路特定財源の年間納税額 ８０，８８２円 ３２，５２５円

注)上記年間納税額には、自動車税、消費税は含んでいません

（参考）（参考）
 道路特定財源の負担額の比較道路特定財源の負担額の比較
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((参考参考)) 道路整備特別会計における都道府県別の道路整備特別会計における都道府県別の
 受益負担比率受益負担比率(=(=受益受益÷÷負担負担))

出展：上村敏之「道路整備特別会計における地域別の受益と負担」
『現代社会研究』(東洋大学)第３号(２００７年)

注：２００３年度の道路事業費、会計決算資料より算出

（その県への道路整備事業費の額を受益、揮発油税などの納税額を負担として計算)

受
益
負
担
比
率

愛

 
媛

 
県

高

 
知

 
県

徳

 
島

 
県

香

 
川

 
県

自動車は簡単に県境を越えるため、その県

 への道路整備の事業額がそのまま、その県の

 みの受益とは言えず、都道府県単位で受益と

 負担を考えるのは妥当ではないかもしれない。
また、これまでに整備済みのストックの差につ

 いても考慮が必要・・・。

もとを取り始

 めたところで
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思いを同じくする４７人のメンバーが集まり、２時間の予定でパーティを開きました

受付で会費を前払いし、パーティは始まりました

和やかにパーティが進められていたところ

１時間ほどたった頃でしょうか、突然パーティが中止されることになりました

早食いのＡさんは、もうお腹いっぱい飲んで食べたので満足しています

食べるのが遅いＢさんは、飲み足りない、食べ足りないまま帰らなければならなくなりました

予定通り２時間パーティが開かれていれば

食べるのが遅いＢさんも、お腹がいっぱいになっていたことでしょう

４７人で割り勘パーティー４７人で割り勘パーティー

思いを同じくする４７人のメンバーが集まり、２時間の予定でパーティを開きました

受付で会費を前払いし、パーティは始まりました

和やかにパーティが進められていたところ

１時間ほどたった頃でしょうか、突然パーティが中止されることになりました

早食いのＡさんは、もうお腹いっぱい飲んで食べたので満足しています

食べるのが遅いＢさんは、飲み足りない、食べ足りないまま帰らなければならなくなりました

予定通り２時間パーティが開かれていれば

食べるのが遅いＢさんも、お腹がいっぱいになっていたことでしょう

「思い」を「道路を整備し豊かで住み良いまちを作ること」

「４７人のメンバー」を「４７の都道府県」

「パーティの会費」を「揮発油税などの税金」

「食事や飲み物」を「道路の整備」

「早食いのＡさん」を「道路整備が進んでいる県」

「食べるのが遅いＢさん」を「自分に順番がまわってくるのを待っていて道路整備が遅れている県」

に読み替えてみてください。

何かが、見えてきませんか？

途中でやめ

 られては・・・
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自動車重量税自動車重量税

自家用自家用
 

営業用営業用

乗用車乗用車
 

０．５トン当たり０．５トン当たり
 

6,3006,300円円
 

2,8002,800円円

軽自動車軽自動車
 

１台当たり１台当たり
 
4,4004,400円円

 
同上同上

((注注))金額は金額は11年当たり。本則はいずれも年当たり。本則はいずれも2,5002,500円円。。
暫定税率の期限は暫定税率の期限は44月月3030日日まで。まで。

１トン代前半の自家用乗用車の場合、２年間の１トン代前半の自家用乗用車の場合、２年間の
 車検で税額が車検で税額が３７，８００円３７，８００円から２２，８００円安から２２，８００円安

 くなり、くなり、１５，０００円１５，０００円となる。となる。
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揮発油税揮発油税

４月１日に失効した揮発油税の暫定税率

ガソリン
 

１リットル当たり
 

２５．１円

軽
 

油
 

１リットル当たり
 

１７．１円

暫定税率の復活の時期が不透明であり、また、
 消費者が「当面は安値が続く」と考えた４月１日

 の失効とは異なり、「ガソリンが安いうちに」と給
 油所に殺到するのは確実。売り切れになる可能
 性は今度のほうが高い。

（石油連盟、石油業界の懸念）
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衆議院通過衆議院通過

２月２９日：
 

→
 

４月２９日

揮発油（ガソリン）税の暫定税率維持を含む租
 税特別措置法改正案など税制関連法案が２９

 日に衆院通過

３月１３日：
 

→
 

５月１２日

道路特定財源の揮発油（ガソリン）税収などを
 道路整備に充てるとともに、道路整備費を上回
 る余剰分の税収は一般財源化することを柱とす
 る道路整備費財源特例法改正案を与党などの

 賛成多数で可決した。

60日後

60日後

どうなって
しまうの？
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後に後に

支出の無駄を徹底的に是正支出の無駄を徹底的に是正 ：： 「そんなに苦「そんなに苦

労してるんなら、これ使いなよ」と言ってくれる労してるんなら、これ使いなよ」と言ってくれる
仕事ぶり仕事ぶり

さらに説明責任をさらに説明責任を果たす果たす ：： 知らせ、わかって知らせ、わかって

もらう努力もらう努力 →→ そのために、人・時間（金）がそのために、人・時間（金）が
必要なことも説明必要なことも説明

俯瞰（ふかん）俯瞰（ふかん）：入口と出口、歳入と歳出、目：入口と出口、歳入と歳出、目
先と将来、広い視野で、様々な議論を先と将来、広い視野で、様々な議論を
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絶好のチャンスと捉え絶好のチャンスと捉え

国民の目が向いた国民の目が向いた：道路のあり方、お金の使：道路のあり方、お金の使
い方い方 →→ 十分な議論、わかりやすい説明を十分な議論、わかりやすい説明を

インフォームド・コンセントインフォームド・コンセント：十分な説明の上で：十分な説明の上で
の同意（メタボ・・・軽視、放置の同意（メタボ・・・軽視、放置 癌・・・大慌て）癌・・・大慌て）

広報費広報費をかけない：マスコミに協力を請うをかけない：マスコミに協力を請う

タクシー代タクシー代：仕事の進め方、体制の見直し：仕事の進め方、体制の見直し

道路の道路の維持管理維持管理（必ず必要な既存ストックの（必ず必要な既存ストックの
メンテナンス、更新など）メンテナンス、更新など）
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象は

「ウチワのようだ」

｢木の幹のようだ」

「壁のようだ｣

「ホースのようだ｣

｢ロープのようだ｣

｢ヤリのようだ｣

みんなが言っていることは正し

 くもあり、また間違ってもいる。

みんなが触れたのは、象という

 動物の一部分だ。

各々は、まだ触っていないとこ

 ろがあり、象の完全な姿を見

 出せていないことを自覚し、象

 の姿をお互いの情報から描い

 ていく作業を始めた。



平成20年4月30日

 
選択研修資料

ご清聴ご清聴

ございましたございました
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道路整備で「緊急宣言」道路整備で「緊急宣言」
 鳥取、宮崎両知事鳥取、宮崎両知事

両県では道路整備が極端に遅れているとし、「まさに順番が
回ってきた時期に、国政の混乱で見通しが不透明になってい
る」と、道路特定財源などをめぐる与野党の攻防を批判。国家
戦略として高速道路整備を確実に進めるよう求めた。

両県の高速道路整備率は全国 低レベル。「インフラ整備の
遅れのため地域格差が拡大」「救急医療でも（道路未到達部
分が多いため）命を落とす人もいる」などと両知事は指摘した。

東国原知事は「（民主党は）政権を奪取したいのは分かるが、
国民の暮らしに多大なる悪影響を与えている点をどう思ってい
るのか」とし、平井知事も「政府与党側は一般財源化を打ち出
し、民主党の要望は入っている。平場に戻って話すべきだ」と、
民主党に冷静な対応を求めた。

（出典:時事通信社 iJAMP 28日記事より）
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一般会計、特別会計、特定財源一般会計、特別会計、特定財源

一般会計一般会計::国の会計は、毎会計年度における国の施国の会計は、毎会計年度における国の施

策を網羅して通覧できるよう、単一の会計、つまり、策を網羅して通覧できるよう、単一の会計、つまり、
「一般会計」で一体として整理することが、経理の明「一般会計」で一体として整理することが、経理の明
確化、財政の健全性を確保する見地から望ましい。確化、財政の健全性を確保する見地から望ましい。

特別会計特別会計::一般会計と区分整理することにより、特定一般会計と区分整理することにより、特定
の事業や特定の資金の運用の状況の事業や特定の資金の運用の状況((受益と負担の受益と負担の

関係など）を明確化するという意義があります。関係など）を明確化するという意義があります。 →→
｢｢母屋ではおかゆを食って、節約しているのに、離れ母屋ではおかゆを食って、節約しているのに、離れ
座敷で子供がスキ焼を食っている座敷で子供がスキ焼を食っている｣｣

特定財源特定財源::一般に、特定の歳出に充てることとされて一般に、特定の歳出に充てることとされて

いる特定の歳入を指します。いる特定の歳入を指します。
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参考資料参考資料

日本の道路特定財源は高すぎる？日本の道路特定財源は高すぎる？

地方道路整備臨時交付金地方道路整備臨時交付金

西条市橋梁台帳西条市橋梁台帳

ガソリンをポリ容器に入れてはダメガソリンをポリ容器に入れてはダメ
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天下りはすべて悪なのか天下りはすべて悪なのか

①①
 

歪んだ競争･市場を作り出している歪んだ競争･市場を作り出している::市場競争にさ市場競争にさ
 らされず、社会的存在意義も薄い事業･組織が、らされず、社会的存在意義も薄い事業･組織が、
 官公庁官公庁OBOBを受け入れることによって、汚職や癒着を受け入れることによって、汚職や癒着

 を通じて高いコスト体質のまま現存し、納税者のを通じて高いコスト体質のまま現存し、納税者の
 負担となっている。負担となっている。

②②
 

不適材不適所となっている不適材不適所となっている::勧奨退職者の処遇の勧奨退職者の処遇の
 ため、既得権化した天下りポストに順送りに人をため、既得権化した天下りポストに順送りに人を

 はめているため、必ずしもそのポジションに適するはめているため、必ずしもそのポジションに適する
 人が着任するとは限らない。人が着任するとは限らない。

③③
 

過分な待遇を与えられている過分な待遇を与えられている::公務員時代の薄給公務員時代の薄給
 の補填とでもいわんばかりの、現在の職責･仕事の補填とでもいわんばかりの、現在の職責･仕事
 に対して不相応な待遇を得ている。に対して不相応な待遇を得ている。

出典：山本直治｢実は悲惨な公務員｣７８ページより
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天下りはすべて悪なのか天下りはすべて悪なのか

➀～➂のどれにも当てはまらない、すなわち社会➀～➂のどれにも当てはまらない、すなわち社会
 的に存在意義がある事業･組織に、余人を持って代的に存在意義がある事業･組織に、余人を持って代
 えがたい適任者として選ばれた人が、職責に見合っえがたい適任者として選ばれた人が、職責に見合っ
 た待遇で着任しているなら別に非難されるいわれはた待遇で着任しているなら別に非難されるいわれは
 ないのではないか、ということです。ないのではないか、ということです。

その場合はむしろ、その人が公務員出身であるとその場合はむしろ、その人が公務員出身であると
 いうことだけを理由に着任を拒絶するほうが社会的いうことだけを理由に着任を拒絶するほうが社会的

 には損失なのではないか、ということです。には損失なのではないか、ということです。

出典：山本直治｢実は悲惨な公務員｣７８ページより
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