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はじめに ― 税財政研究会レポート刊行と税財政研究会について 

 

 

 本刊行物のタイトルは、さまざまに思慮した末に、「2000年代の地方財政 ― 地方分権改革後の地方自治

の軽視と税財政の弱体化」とした。やや長いサブタイトルを付けたが、まさにわれわれ研究会一同の気持ち

の表れである。 

 2000年代の始まりは、地方関係者の間では、前向きな期待感が溢れていた。分権改革の議論が地方分権一

括法として結実し、行政の面で、地方分権に向けた大いなる一歩が記されたからである。特に機関委任事務

の廃止は、わが国の地方自治における画期的な改革であると言われている。 

 そして次は、と期待の高まっていたのが、残る改革分野と言われていた税財政である。当時の地方関係者

にとって必読書と言われていた『地方に税源を』（神野直彦・金子勝編著、東洋経済新報社、1998年）が、

まさにその時代の熱い空気を象徴していたといえるだろう。 

 この分権を希求する熱気は、やがて「三位一体の改革」と呼ばれる政策に集約されてゆく。地方歳入にお

ける国庫支出金を地方税に置き換えることによって、地方の自主性・自己決定権を大きく高めようという考

えに、ますます多くの期待が寄せられるようになったのである。 

 ところが改革が終わってみれば、三位一体改革はまったくのまやかしであり、地方分権の進展を夢見てい

た地方関係者はすっかり裏切られていたことが明らかになった。改革の目的は、地方分権ではなく、国の財

政再建に向けた地方交付税の大幅削減と、その削減によって進展する地方財政調整の弱体化にあったといわ

ざるをえない。 

 改革の眼目は、4.7兆円の補助金削減との見合いで実現した国から地方への３兆円の税源移譲ではなく、

まったくの理屈なしに5.1兆円もの地方交付税が削減されたことにあったのである。それ以降、地方関係者

の脳裏において、地方分権という言葉のイメージが完全に暗転した。地方分権は、地方自治と地域住民に害

悪をもたらす改革であり、今や決して口にしてはならない単語であると認識されているのである。 

 世界を見渡せば、地方分権が憲法に明記されている国もある中で、わが国の地方自治はどこへ向かおうと

しているのだろうか。三位一体改革のトラウマが消えない限り、分権に向けた再始動は起こりえない。かつ

て夢見た地方分権は、やはり見果てぬ夢に過ぎなかったのだろうか。 

 ただし地方関係者は、陥れられたことを嘆いているだけの余裕はなかった。三位一体改革を国の歳出削減

に役立てようという企てと同時進行で、国の「締め付け」による地方財政の困窮が著しく深刻化し、その結

果として地方の衰退が加速度的に進んでいたからである。 

 地方の状況は、今や深刻の極みである。わが国民はすっかり慣れっこになってしまい、もはや打つ手なし

と思考停止に陥っているのかもしれないが、以下の現況は、すべて他国に例を見ない異常な事態である。す

なわち、地域経済・雇用の衰弱、一極集中の首都圏へ向けた若年層の人口流出、子供の声などとうの昔に途

絶えた高齢者ばかりの限界集落、日常生活を維持できるだけの商業網や交通手段の消滅・廃止、行政機能さ

え消失しかねない多数の中山間地、やむなく飛びついた平成の大合併によってむしろ早まった自治体の消滅、

たとえ県庁所在地であっても「ごく普通に」存在するシャッター商店街、むしろ都市部で深刻化する貧困問

題や治安の乱れ……。 

 なぜわれわれは、かくも悲惨で展望の見えない状況に陥ってしまったのだろうか。何が原因なのだろうか。

何が誤りだったのか。どのような経緯と仕組みで問題が悪化を続け、なぜ食い止めることができなかったの

だろうか。 

 これらの疑問に答えるのが研究者の責務と考えるが、もちろん一筋縄で解答が可能なほど単純な疑問では

ない。正しい解答を出すためには、さまざまな情報収集とデータ分析の積み重ねが求められるであろう。 
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 本レポートの刊行は、まさにこの情報の蓄積を目的としている。地方税制、地方財政、国と地方の財政関

係というわれわれの専門分野において、2000年代に何が生じたのか、何が変化したのか、その背景や動機は

何か、結果としていかなる状況に至っているのか。これらを考察して、正しい認識をおきたいと考えたので

ある。 

 まだまだ中間報告的な色彩を払拭することはできなかったが、現在も続けられている国の政策の誤りを一

刻も早く指摘したいという気持ちに免じてお許しをいただきたい。今後もこの努力を継続し、最終的には上

記の疑問に正しく答えを出したいと考えている。 

 

 この税財政研究会は、相対的に若い世代の財政学者が集う研究会である。次世代をにらんだ幅広い視点や

多様かつ先端の理論と実証研究を通じて、地方を含む税財政の諸課題に新たな視座を提示することを目的と

している。出発点は、2005年度に設置された「Ｎｅｏ財政研究会」であり、それがメンバー・チェンジを行

いつつ、2013年度から税財政研究会として再出発を果たした。 

 前研究会では「新しい自主財源論の探求」（2007）や『苦悩する農山村の財政学』（2008）といったレ

ポートや著書を刊行して斬新、かつ大胆な批評や提言を行ったが、その姿勢は、本研究会でも継続している。 

 今回のレポートでは、個々の事情により、研究会メンバーの１/３ほどが執筆に参加できなかったが、次

回の刊行物では、フル・ラインナップにて研究の成果をお届けしたいと考えている。次回の研究発表がより

良くなるよう、本レポートに対してみなさまの忌憚のないご意見やご批判をお寄せいただければ幸甚の至り

である。  

 

   税財政研究会主査 青 木 宗 明  
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 地方税財政を損壊させた国の２つの大罪 
  ～「地方交付税の削減と伝統理論からの逸脱」、 

      「地方税の身勝手な悪用と国家責任の放棄」～ 

 

青 木 宗 明 

 

  はじめに～地方を苦境に陥れた２つの原因～ 

 

 自治体首長の挨拶や講演に接する度に、またか、

と「既聴感」を感じずにはいられない。それほどに

繰り返されるのは、「財政の大変に厳しき折」とい

う枕詞である。すでに10数年にわたって繰り返し耳

に流れ込んだためか、この枕詞は何を意味するので

あったかと、しばしの思考停止に陥ることも珍しく

ない。 

 ただよくよく考えてみれば、すべてはこの枕詞、

つまり地方財政の困窮とともに始まったのであった。

もはや後戻りのできないほど進行してしまった地方

の衰退、まさに限界に行き着こうとしている集落の

苦境、子供の声どころか住民の姿も消えた中山間地

では自然環境の荒廃、地方であれば都市でも進む首

都圏への人口流出と経済活力の消衰、生活に不可欠

な行政ですら避けがたいサービス水準の切り下げ

等々、地方財政難が問題発生や問題加速化の要因の

１つになっているのは間違いないのである。 

 何とかしなくては、一刻も早く対応策を打たねば、

わが国の地方は本当に衰弱して消滅してしまうだろ

う。それでは何をどうすれば良いのだろうか。 

 この疑問に答えるには、原因を遡って突き止める

しかない。大元の原因が分からなければ、対応策の

方向性も決められない。地方財政はなぜ困苦に陥っ

ているのか、苦境からの脱出、すなわち地方の財政

難が緩和されずに長年放置され続けているのはなぜ

か、これらの原因を正しく認識しなくてはならない

のである。 

 2000年代の地方税財政の特徴を明らかにする本書

の一環として、本稿が提示する原因は２つである。

それぞれが複数の問題点を含んでいるため、一言で

要約するのは難しいのだが、あえて約
つづ

めれば、次の

ようになるだろう。 

 第１の原因は、国の財政再建を重視する立場から

の強い圧力によって、地方交付税が大幅に削減・抑

制され続けた結果、交付税の持つ地方財政調整（財

源保障を行いつつ自治体間の格差を是正する）機能

が弱体化してしまったことであり、さらにこの削減

と弱体化の影響もあって、伝統的な地方交付税理論

に反する形で制度の改変が進んでいることである。 

 第２には、地方税制の損壊であり、具体的にはふ

るさと納税や地方法人特別税のように、国が地方の

課税権を侵害しつつ、身勝手にも自らの政策手段と

して悪用していることであり、それがあたかも自治

体間の格差是正に役立っているかのごとき幻想を振

りまいていることである。しかもこの幻想を正当化

するために、地方財政調整が国ではなく、地方の責

任、より正確には東京都に代表される富裕団体の責

任であるかのような虚構を作り上げていることであ

る。 

 それでは章を改めて、この２つの原因を順に詳し

く見てゆくことにしよう。ただしその前に、ここで

２原因の関係性について明確にしておくべきだろう。

２原因のうち、時系列の上でも、因果関係の上でも、

より根本的なのは第１の原因である。国の財政再建

のために地方交付税の縮小・損壊が断行されたこと

が、第２の原因である地方税制の毀損をもたらした

のである。地方税財政にとって、地方交付税がいか

に根源的な存在なのか、この点からも再確認ができ

るだろう。 
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   地方交付税の削減・調整機能弱体化と制度の改変 

 

 2000年以降の地方財政を困苦に陥らせ続けている

第１の原因は、地方交付税の損壊である。単純に損

壊といっても、先の要約がやや長くなったことから

も分かるように、問題点は２つに大別できる。 

 すなわち、１つは交付総額の削減・抑制であり、

それに伴う地方財政調整の機能低下である。いま１

つは、伝統理論から道を踏み外した形での制度改変、

具体的には「奨励・誘導効果を持つ条件付き補助金

化」である。したがってここでも、まずは２つの問

題点の関係性を明らかにした上で、それぞれの詳細

に進まねばならない。 

 ２つの問題点のうち、より根源的なのは、明らか

に前者である。後者の制度改正は、伝統的な地方交

付税の財政調整、すなわち、財源保障をベースに自

治体間の格差是正を行う機能が健全であれば、必要

性が薄いように思われるからである。後述のように、

交付税の改造は、財源保障が崩れたせいで危機に瀕

する財政力の弱い自治体をむしろ救うかのように、

それら自治体に対する交付額を高める効果を持って

いるのである。 

 これは、換言すると、伝統的な交付税の理論に反

する形でないと、もはや財政調整の効果をえられな

いということを意味する。それほどに総額削減のエ

ネルギーは強力であった。たかがボリュームの縮小

と思うかもしれないが、制度の土台にある伝統的な

理論を掘り崩し、交付税制度を破壊してしまったの

である。 

 しかも総額の削減・抑制は、理論に対して以上に

深刻な悪影響、すなわち地方衰退を地方自治の現場

にもたらした。この点は、10年も前からよく知られ

た事実であるが、地域の衰弱が限界に達しつつある

現在、再確認をしておくべきであろう。 

 

－① 非条理な大幅削減と引き続く抑制 

 地方交付税の削減状況を第１図を用いて説明しよ

う。交付税の総額は、実線の折れ線で描かれており、

2000年の約21.8兆円をピークに、まさに激減をみせ

ている。削減された金額は、2001年の単年度で約

1.4兆円に上り、2004年の「中間地点」で累積額は

4.9兆円、さらに「谷底」にまで至った2007年でみ

ると、累積の削減額はなんと6.6兆円にも達してい

るのである。 

 この時期を、交付税の総額に臨時財政対策債を加

えた額でみてみよう。臨時財政対策債は、周知のよ

うに2000年まで国の借金で調達してきた金額が地方

債に押しつけられてしまった制度であり、本来は地

方債ではなく、地方交付税として地方に配分される

べき金額である。 

 2001年以降に点線の折れ線で描かれた金額でみる

と、削減の開始年度は異なるものの、同様の大幅削

減を確認することができる。臨時財政対策債を加え

ると、金額のピークは2003年の約24兆円であり、そ

の次年度が、地方自治体にとって突然の嵐に見舞わ

れた年となる。削減額があまりに巨額だったのに加

えて、削減の発表が年末に行われ、各自治体が予算

案の作り直しを強いられたことから、2004年の「交

付税ショック」と呼ばれたのである。 

 改めて図でみても、ショッキングな削減であるこ

とに間違いはない。2004年の単年度だけで、地方に

とって2.9兆円近い財源が一挙に失われてしまった

のである。しかも総額の削減は2005年以降も続き、

「谷底」の2007年に至って累積額は6.1兆円にも

上ったのであった。かくも尋常でない総額削減の原

因や背景は、後に詳しく明らかにすることにして、

ここでは、「谷底」以降の年度についても観察して

おくことにしよう。 

 まず実線の折れ線で地方交付税の総額をみると、

回復基調にあったことが分かる。2012年までの５年

間で、2.2兆円ほど増えているのである。ただし、

その後は再び減少に転じており、中長期的な視点で

ざっくりいえば、2007年以降の地方交付税は、現在

に至るまで基本的に抑制され続けているといえるだ

ろう。2016年現在のおよそ16.7兆円という交付総額

は、1995年～96年の水準とほぼ同じ程度なのである。 

 一時的にせよ総額が増加したのは、リーマン

ショック等の経済的要因もなくはないが、主たる理

由は、政治的な思惑に求められるだろう。歴代内閣

の変遷を第１表に示してあるが、小泉内閣の下で強 



－ 9 － 

第１図 地方交付税の削減・抑制と地方財政計画の動向 

（単位＝億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）地方財政計画（各年度）より作成。 

 

行された交付税の削減と地方歳出の圧縮があまりに

常軌を逸していたため、「小泉・竹中構造改革」に

対する地方の不平と反発が2007年以降に著しく高

まった。 

 その結果2009年の衆議院選挙で自民党が大敗して

政権が交代するわけだが、その直前の麻生内閣の頃

から、このまま地方の締付けを続ければ選挙が戦え

ないという空気は自民党内でも広まっていたようで

ある。そのため、自治体間の格差是正に積極的な姿

勢をみせようと、闇雲にふるさと納税の構想をぶち

上げてみたり、新自由主義思想との決別を表明して

みたりという中で、交付税総額の方向転換が生じた

ということなのである。 

 ただし、第１図からも読み取れるように、交付税

の回復基調は、やはり民主党政権の３年間である。

政権交代に成功した理由が自民党に対する地方の反

乱にあり、衆議院選挙のマニフェストで「地域主権」

を打ち出していた立場からしても、これは当然の流

れといえるのかもしれない。 

 ただし、ここで注意しなくてはならないのは、民

主党政権で増えたのは、交付税よりも圧倒的に臨時

財政対策債であるという事実である。破線の折れ線 

第１表 歴代政権の変遷：地方交付税の大幅削減・

三位一体改革は小泉内閣 
 

1998年７月30日～ 
（616日間） 

小渕内閣 

2000年４月５日～ 
（通算387日間） 

森内閣 

2001年４月26日～ 
（通算1,980日間） 

小泉内閣 

2006年９月26日～ 
（366日間） 

安倍内閣 

2007年９月26日～ 
（365日間） 

福田内閣 

2008年９月24日～ 
（358日間） 

麻生内閣 

2009年９月16日～ 
（266日間） 民

主
党
政
権

鳩山内閣 

2010年６月８日～ 
（452日間） 

菅内閣 

2011年９月２日～ 
（482日間） 

野田内閣 

2012年12月26日～ 安倍内閣 
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と実線の折れ線との差額、すなわち臨時財政対策債

は、2007年から10年までの３年間に５兆円も膨張し

たのである。 

 以上で概観したように、2007年までに行われた交

付税の削減はまさに異常であり、地方財政のみなら

ず、わが国の地方自治のあらゆる面に甚大な損害を

与えた。交付税の削減を推進した側の人々も、地方

の衰退や地域経済の活力喪失を予測していなかった

はずはないのだが、ひょっとしたら地方自治に対す

る理解と認識がまったく欠けていたのかもしれない。 

 この点でわれわれも正しく認識しなくてはならな

いのは、地方と一口にいっても、交付税削減の悪影

響は自治体ごとに大きく異なるという点である。ど

のような自治体が交付税削減の主たる「被害者」な

のだろうか。この点を理解しておかないと、交付税

削減の本当の深刻さをイメージすることができない

のである。 

 

－② 削減の主たる被害者と地方衰退 

 交付税が急激に削減されても、直接的な打撃を

まったく受けない自治体もある。いうまでもなく、

不交付団体である。そこで第２表を使って、交付団

体と不交付団体の数をみてみることにしよう。観察

の年度は、「交付税ショック」の2004年を挟む３カ

年としてみた。 

 同表から分かるように、地方自治体全体では、不

交付団体は総額の削減が進むほど増えており、2003

年の116から05年には140団体となっている。した

がって交付団体の比率もやや低下しているが、2003

年でみると、96.4％が地方交付税を交付されている。

都道府県と市町村に分けてみると、前者は47自治体

のうち不交付は常に東京都のみなので、交付団体の

比率は97.9％と高くなっている。 

 市町村の交付団体比率は、地方全体とほぼ同様だ

が、人口規模別にみると、町村と小都市で高い比率

となっている。地方交付税は、このように交付団体

が多いため、自治体のほとんどは交付税削減によっ

て損傷を被るが、中でも人口の小さな町村が最も悪

影響の及ぶ確率が高いのである。 

 

 

    第２表 地方交付税（普通交付税）の交付・不交付団体数と交付団体比率（2003年～05年） 
 

  

地方自治体合計 都道府県 

総 数 交 付 不交付 
交付団体

比  率
総 数 交 付 不交付 

交付団体

比  率

2003年 3,238 3,122 116 96.4％ 47 46 1 97.9％

2004年 3,148 3,013 135 95.7％ 47 46 1 97.9％

2005年 2,443 2,303 140 94.3％ 47 46 1 97.9％

  

市町村合計 政令指定都市 

総 数 交 付 不交付
交付団体

比  率
総 数 交 付 不交付 

交付団体

比  率

2003年 3,191 3,076 115 96.4％ 13 12 2 92.3％

2004年 3,101 2,967 134 95.7％ 14 12 2 85.7％

2005年 2,396 2,257 139 94.2％ 15 13 2 86.7％

  

中核市 特例市 

総 数 交 付 不交付
交付団体

比  率
総 数 交 付 不交付 

交付団体

比  率

2003年 35 33 2 94.3％ 39 31 8 79.5％

2004年 35 31 4 88.6％ 40 31 9 77.5％

2005年 35 32 3 91.4％ 40 31 9 77.5％

  

都 市 町 村 

総 数 交 付 不交付
交付団体

比  率
総 数 交 付 不交付 

交付団体

比  率

2003年 590 544 46 92.2％ 2,513 2,456 57 97.7％

2004年 607 550 57 90.6％ 2,405 2,343 62 97.4％

2005年 650 591 59 90.9％ 1,656 1,590 66 96.0％

    (資料）総務省『地方財政統計年報』各年度版より作成。 
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 次に第３表を用いて、地域別の状況をみてみよう。

一番右の欄にある交付団体比率をみると、100％に

達している地域が少なくない。47都道府県のうち、

21県ではすべての市町村が交付団体なのである。そ

の他の道府県においても軒並み比率は高く、逆に９

割を下回って例外的な存在となっているのは４都県

である。すなわち、神奈川、東京、愛知、静岡であ

り、これら地域においてのみ、交付税削減の災難か

ら逃れられた市町村が多少とも存在したのである。 

 そこで今度は、交付・不交付ではなく、歳入に占

める地方交付税の比率から、交付税削減の被害が大

きかったと推測される自治体を特定してみよう。交

付税の比率が高ければ高いほど、当然のことながら

損害の深刻度が高いと考えられるのである。 

 第２図は、交付税が削減される直前、2000年度の

状況をみたグラフである。地方交付税は、都道府県

でも市町村でも、さらには両者を足した純計でも約

２割となっている。ただし、これはあくまでも平均

値であり、統計の誤謬に惑わされてはならない。人

口規模で市町村をブレイクダウンしてみると、極端

な相違が認められるのである。 

 結論からいえば、交付税削減から受ける被害の程

度は３段階に分けることができ、各段階の「分かれ

目」は、グラフ上に２本の点線で描いた人口10万人

と人口１万人のところにある。 

 まず第１のグループは、大都市から中核市、特例

市、中都市までであり、交付税の比率はおおよそ１

割程度である。このグループも、交付税削減の影響

がないわけではないが、被害の程度は相対的に小さ

いと思われる。ちなみに中都市という統計上の区分

は、人口10万人以上の都市である。 

 人口がこの10万人を下回ると、状況は急激に悪化

する。人口10万人以上の都市の倍、すなわち20％を

越える歳入が地方交付税によってまかなわれている

からである。小都市では23.4％、人口１万人以上の

町村ではさらに高くて28.3％、つまり１/３に近い

歳入が交付税で調達されていたのである。これはこ

れで非常に深刻な状態ではあるが、さらに人口の少

ない町村の状況をみてしまうと、この第２のグルー

プの深刻さが相対化されてしまう。 

 

  第３表 市町村の交付・不交付団体数と交付団体比率（2003年、都道府県別） 

 

  交 付 不交付 計 
交付団体

比  率
  交 付 不交付 計 

交付団体

比  率

北 海 道 211 1 212 99.5％ 滋 賀 県 49 1 50 98.0％

青 森 県 66 1 67 98.5％ 京 都 府 43 1 44 97.7％

岩 手 県 58 - 58 100％ 大 阪 府 41 3 44 93.2％

宮 城 県 68 1 69 98.6％ 兵 庫 県 88 - 88 100％

秋 田 県 69 - 69 100％ 奈 良 県 47 - 47 100％

山 形 県 44 - 44 100％ 和歌山県 50 - 50 100％

福 島 県 86 4 90 95.6％ 鳥 取 県 38 1 39 97.4％

茨 城 県 79 4 83 95.2％ 島 根 県 59 - 59 100％

栃 木 県 47 2 49 95.9％ 岡 山 県 78 - 78 100％

群 馬 県 67 2 69 97.1％ 広 島 県 79 - 79 100％

埼 玉 県 84 6 90 93.3％ 山 口 県 56 - 56 100％

千 葉 県 73 7 80 91.3％ 徳 島 県 48 2 50 96.0％

東 京 都 27 13 40 67.5％ 香 川 県 37 - 37 100％

神奈川県 21 16 37 56.8％ 愛 媛 県 68 1 69 98.6％

新 潟 県 108 3 111 97.3％ 高 知 県 53 - 53 100％

富 山 県 35 - 35 100％ 福 岡 県 95 1 96 99.0％

石 川 県 41 - 41 100％ 佐 賀 県 48 1 49 98.0％

福 井 県 32 3 35 91.4％ 長 崎 県 79 - 79 100％

山 梨 県 56 2 58 96.6％ 熊 本 県 90 - 90 100％

長 野 県 119 1 120 99.2％ 大 分 県 58 - 58 100％

岐 阜 県 97 - 97 100％ 宮 崎 県 44 - 44 100％

静 岡 県 61 12 73 83.6％ 鹿児島県 96 - 96 100％

愛 知 県 63 25 88 71.6％ 沖 縄 県 52 - 52 100％

三 重 県 68 1 69 98.6％ 全 国 計 3,076 115 3,191 96.4％

  (資料）総務省『地方財政統計年報』平成15年度版より作成。 
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第２図 市町村の規模別にみた、歳入に占める地方交付税の比率（2000年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(資料）総務省『地方財政白書 平成14年度版』より作成。 

(注）データは人口１人あたり歳入決算額、ただし純計と都道府県は歳入額から算定。 

 

 人口が１万人未満の町村では、歳入における交付

税の比率が第２グループのさらに倍近い、45.3％に

も上っているからである。この次の年から始まって

「交付税ショック」へと至る未曾有の交付額減少を

誰も予想していたとは思えないが、事態はまさに切

羽詰まった深刻の極みだったのである。 

 このように、地方交付税の異常な削減は、主とし

て人口１万人未満の町村に集中して襲いかかる形に

なった。つまり端的にいえば、交付税の削減は人口

の多い都市部ではなく、過疎の農山漁村を直撃した

ということになるのである。ここできちんと認識し

ておかねばならないのは、交付税の削減は自治体財

政に悪影響を与えた、だけでは終わらないことであ

る。 

 むしろ深刻なのは、交付税の削減による財源難か

ら行政水準の引き下げが避けられなくなり、その行

政サービス縮小が今度は地域の経済やコミュニ

                                                                                                 

 青木宗明編著『苦悩する農山村の財政学』公人社、2009年を参照。交付税の大幅削減にいたる国・地方間の財政関

係と、国の政策が地方の衰退を招く経緯が分析されている。 

ティーの活力を奪い去ってしまい、過疎地からの若

年層の流出や高齢化を加速させて集落の消滅まで行

き着いてしまうことである

。 

 本稿の冒頭から、交付税の削減が地方衰退をもた

らしたとの批判を繰り返し述べてきたが、ここまで

来てその意味を理解していただけたであろうか。交

付税削減の有する破壊力は強大なのである。しかも

この点では、この同じ時期に並行して推し進められ

た「平成の大合併」において、交付税の削減が重要

な役割を演じていたことも決して忘れてはならない。 

 交付税削減で甚大な被害を被った過疎自治体の関

係者は、さらに次のような囁きを聞くことになった

のである。すなわち、「これからも交付税は減少が

避けられず、したがって財源難は続くので小規模町

村はもはや自治体として生き残ることはできない。

合併すれば交付税に用意した合併特例で交付額が増

えて地域の活力も蘇る」といった囁きである。この
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囁きの後段部分がすっかり欺瞞であったことは、も

はや歴史が証明している通りなのである

。 

 さて、ここまでは１つの明快な認識を持っていた

だくために、あえて全体的な数値を用いて考察を続

けてきた。すなわち、交付税の削減は、主として過

疎自治体に被害が集中し、地域の衰退や自治体の消

滅を招くという認識である。 

 しかし考察の最後に、個別のケースをざっとでも

みておかねばならない。なぜならば、平均的な状況

よりはるかに深刻な状況に陥っている自治体も決し

て珍しくないのである。第４表が、交付税の比率が

極端に高い自治体のリストである。総務省の公表し

ている市町村別決算状況調のデータを利用している

ため、都市と町村の二分割である。観察の年度は

2002年としたが、「交付税ショック」より前とはい

え、すでに前年度から交付税が削減され始めている

状況である。 

 都市と町村を比べると、やはり都市の方が比率は

やや低めである。ただし、最高の三笠市ではほぼ５

割に達しており、24位の根室市まで４割を上回って

いる。中には特別な事情を抱えた都市もあると思わ

れるが、いずれにせよ都市部においても、人口１万

人未満の町村と同様、極めて深刻な立場に置かれた

自治体も少なくなかったのである。 

 この都市より一般に比率の高い町村では、驚異的

な事態が生じている。17もの町村で、歳入の６割以

上が交付税なのである。スペースの関係で、ここで

は30町村しか掲げていないが、５割というラインで

区切ると、333もの町村が含まれることになり、歳

入の半分以上を交付税でまかなっている状態である。 

 

         第４表 歳入に占める地方交付税の比率の高い30自治体（2002年度） 

 
 都   市 町   村 

１ 三笠市（北海道） 49.7％ 小川村（長野） 66.5％ 

２ 珠洲市（石川） 49.0％ 大成町（北海道） 63.1％ 

３ えびの市（宮崎) 47.5％ 恵山町（北海道） 63.1％ 

４ 竹田市（大分） 46.7％ 昭和村（福島） 62.9％ 

５ 牛深市（熊本） 46.7％ 大川村（高知） 62.8％ 

６ 豊後高田市（大分） 45.2％ 伊南村（福島） 62.6％ 

７ 芦別市（北海道） 44.2％ 三厩村（青森） 61.1％ 

８ 赤平市（北海道） 43.9％ 玉之浦町（長崎） 61.0％ 

９ 串間市（宮崎) 43.1％ 美山村（和歌山） 60.8％ 

10 歌志内市（北海道） 43.0％ 椴法華村（北海道） 60.8％ 

11 山田市（福岡） 42.7％ 木島平村（長野） 60.8％ 

12 平戸市（長崎） 42.5％ 南郷村（福島） 60.7％ 

13 両津市（新潟） 42.1％ 鹿島村（鹿児島） 60.6％ 

14 垂水市（鹿児島） 41.9％ 前津江村（大分） 60.5％ 

15 美祢市（山口） 41.8％ 若松町（長崎） 60.4％ 

16 遠野市（岩手） 41.3％ 鴬沢町（宮城） 60.2％ 

17 黒石市（青森） 41.2％ 清内路村（長野） 60.1％ 

18 紋別市（北海道） 40.6％ 美川町（山口） 59.9％ 

19 名寄市（北海道） 40.5％ 牧丘町（山梨） 59.8％ 

20 庄原市（広島） 40.3％ 川井村（岩手） 59.6％ 

21 室戸市（高知） 40.3％ 中富町（山梨） 59.6％ 

22 士別市（北海道） 40.2％ 東吉野村（奈良） 59.6％ 

23 深川市（北海道） 40.1％ 由岐町（徳島） 59.2％ 

24 根室市（北海道） 40.0％ 佐多町（鹿児島） 59.2％ 

25 山鹿市（熊本） 39.9％ 花園村（和歌山） 59.0％ 

26 熊野市（三重） 39.9％ 稲垣村（青森） 58.7％ 

27 大口市（鹿児島） 39.8％ 波賀町（兵庫） 58.6％ 

28 新見市（岡山） 39.6％ 小値賀町（長崎） 58.5％ 

29 枕崎市（鹿児島） 39.5％ 新鶴村（福島） 58.4％ 

30 尾花沢市（山形） 39.4％ 土佐山村（高知） 58.4％ 

         （資料）総務省「平成14年度 市町村別決算状況調」より作成。 

                                                                                                 
 町田俊彦編著『「平成大合併」の財政学』公人社、2006年を参照。 



－ 14 － 

さらに歳入の４割という線でみると、なんと920町

村が該当する。すなわち、この当時2,537あった町

村のうち、なんと36.2％までもが交付税削減の衝撃

を集中的に浴びる立場に置かれていたのである。 

 そして実際、削減の結果、これらの自治体は壊滅

的な打撃を被った。地方交付税は、わが国の背骨に

相当する制度であり、それを急激に縮小してしまえ

ば、わが国の地域社会に甚大な損傷を与え、社会構

造を歪めてしまうことくらい、十分に予見できたは

ずである。それなのになぜ、尋常でない規模で交付

税の削減が決行されたのだろうか。なぜ、かくも執

拗に地方交付税は攻撃されるのだろうか。何が背景

にあるのだろうか。次に検討すべきは、この点であ

る。 

 

－③ 交付税への攻撃と国の財政再建：地方財源

不足と財源保障の廃止 

 検討と述べたが、疑問への解答は簡単かつ明快で、

改めて検討する必要性は乏しい。背景にあるのは、

国の財政赤字、財政再建に向けた歳出削減への圧力

であり、交付税が迫害され続ける理由は、国の財政

にとって地方交付税が重荷と考えられているからで

ある。国の財政当局や財政再建を重視する政治家・

学者の立場からすれば、国の財政赤字を減らして財

政を再建するには、何があろうが地方交付税を削減

することが至上命題であるということになるのであ

る。 

 第３図は、財務省の「これからの日本のために財

政を考える」というパンフレットの最新版である

。 

          第３図 国の財政にとっての重荷：地方交付税と社会保障 

                             （年金・医療）関係費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (資料）財務省『これからの日本のために財政を考える』平成28年４月。 

                                                                                                 

 財務省「これからの日本のために財政を考える」平成28年４月、財務省。財務省ウェッブ・サイトに掲載されてい

る。ＵＲＬは、http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201604_00kanryaku.pdf。 
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国の歳出の約７割を占める「３大経費」がコメント

されており、下には歳出内訳の円グラフも掲げられ

ている。 

 ３大経費といっても、１つは財政赤字そのもので

ある国債費なので、実質は２大経費、すなわち社会

保障関係費と地方交付税である。このうち地方交付

税は、本稿でみているように2000年代に大きく削

減・抑制されたが、それでもなお、隙あらばさらな

る削減が目論まれる状況に変わりはないのである。

それでは、隙あらば狙われるのは、交付税の特にど

のような点なのであろうか。 

 財政当局にとって特別に気にくわないのは、地方

交付税の「基礎部分」ではなく、地方財源不足額で

あり、これが削減の優先的なターゲットになる。地

方財源不足とは、地方交付税の「基礎部分」である

「法定分（国税５税の一定割合）」を地方に交付し

てもなお埋めきれずに残る財源不足であり、周知の

ようにさまざまな財源のやりくりでまかなわれてい

る。やりくりとは、例えば、自治体が起債して後年

度に交付税措置される臨時財政対策債や財源対策債、

国の歳出に計上される臨時財政対策加算（地方の臨

時財政対策債と同額）や法定加算、別枠加算などで

ある。 

 第４図は、2000年以降の交付税の法定分（棒グラ

フの白枠）と地方財源不足額（棒グラフの水平ボー

ダー枠）の推移を示している。地方財源不足は、

2006年～08年の３年間と直近の２年間を除き、常に

10兆円を超えている。10兆どころか、2010年や2003

年には約18兆円にも達しており、法定分と合わせる

と、その規模は28兆円にも届いていたのである。 

 この不足額の中には、国の大規模減税のせいで生

じた地方収入減少（すなわち地方財源の不足）も含

まれており、すべてが交付税に直接関連するわけで

はないが、財政再建至上主義の立場からすれば、交

付税制度から生じる財源不足額の大きさに苛立ちの

募る状況が長年にわたって続いていたといえるだろ

う。 

 地方財源不足額が削減の標的とされる理由は、こ

のように膨大な金額だからであるが、単にそれだけ

ではない。それ以上に重要な理由は、年度間での変

動が大きく、特に景気が悪化すると、法定分とは

まったく逆の方向へ向かい、景気変動以上の規模で

膨張しがちなことである。 

 景気後退局面では、国税収入が減少するため、国 

 

第４図 地方交付税の法定分と地方財源不足額 

（単位＝兆円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）第１図と同じ。 
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税収とリンクされた法定分は自動的に減少する。と

ころが地方財政不足額は、地方税収の減少と不況対

策としての地方歳出増が生じるため、逆に増大する

のである。 

 実際に第４図からも、法定分の少ない2003年と

2010年は、地方財源不足額が巨額に上っていること

が分かるだろう。これは、国税収入が減って、そう 

でなくとも財政赤字の増大に苦悩する財政当局に

とって、最も不愉快な事態であろう。そのため法定

分には目をつぶれても、地方財源不足額は許せない

ということになるのである。 

 このように財源不足額の削減が虎視眈々と狙われ

ているわけだが、この削減が別の単語を用いて提唱

されることも多いため、ここで正しく再認識してお

こう。別の単語とは「財源保障」であり、「地方交

付税の財源保障機能は廃止すべきであり、自治体間

の格差是正の機能だけに縮減すべき」との理不尽な

提唱がしばしば叫ばれている。もちろん叫んでいる

のは、国の財政再建を至上命題とする立場からであ

る。 

 地方交付税の地方財政調整は、第５図に示されて

いるように、他の国々で行われているのと大きく異

なる。一般的な財政調整は、財政調整に使用する財

源総額の範囲内で、自治体間の格差を平均値に鞘寄

せするという考え方で行われる。これが第５図の左

側である。 

 しかしわが国の地方交付税は、図の右側に示され

ているように、格差自体を均すというよりも、財源

保障を行うことで格差の是正を確保するという考え

である。ナショナル・スタンダード（もしくはナ

ショナル・ミニマム）の行政に必要な財源をすべて

の自治体に保障すれば、おのずと格差は是正される

からである。ただし、この考え方が成立するために

は、ナショナル・スタンダードに不足する地方財源

はすべて埋められなければならない。 

 財政再建至上主義者は、まさにこの点を問題視し

ているのである。地方の財源不足額を削減すれば財

源を保障するのは不可能になるため、あらかじめ財

源保障は不要であるという考えを広めておきたいの

である。この考えが多数派となれば、地方財源不足

額を削減することに何の障害もなくなるのである。 

 しかし、地方交付税から財源保障機能をなくすと

いうことは、そこで考えられているほど単純なこと

でも簡単に実行できることでもない。まず１つ十分

に考えねばならないのは、財源保障を撤廃すれば、

全国標準の行政水準は維持できずに地方衰退が最終

局面まで到達してしまうことである。交付税の大幅

削減ですでに地方衰退は決定的になったが、財源保

障の廃止は、そこにトドメを刺すことになるのであ

る。 

 

    第５図 地方交付税の地方財政調整は財源保障をベースに自治体間の格差是正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 17 － 

 ただし本稿の主旨からすると、より重大なのは、

地方交付税の理論と制度が根底から覆されてしまう

ことである。地方交付税は、あくまでも財源保障を

ベースに理論と制度が構築されている。そのため交

付税において財源保障だけを廃止するのは不可能で

あり、もしも廃止ということになれば、それは地方

交付税が地方交付税ではなくなるということなので

ある。 

 わが国における地方財政調整の歴史は長いが、少

なくとも第二次大戦後、わが国の社会構造を土台と

して支えてきたのは地方交付税である。都市と農村、

あるいは大都市と過疎地とを差別なく結びつけ、全

国的な生活水準や所得水準の向上を可能にしてきた。

国土のどこに住んでも公平感が維持されているのは、

交付税の財源保障によるところが大きいのである。 

 一般の国民には最も理解されていない点であるが、

認識されていないからといって安易に破壊を企てる

のは犯罪行為と言わざるをえない。ここで表現が過

激との意見もあるかもしれないが、破壊に近いこと

がすでに行われた以上、他の表現を見いだすことは

難しい。交付税の大幅な削減が何を招くか認識した

上で、それでも削減は断行されたのである。その確

信犯的な行動は、いかなる思想や主張に基づいて、

どのような手法で行われたのだろうか。交付税の削

減を論じる最後に、この点をみておくことにしよう。 

 

－④ 地方歳出全般への攻撃：「小泉・竹中構造

改革」の重罪 

 人は何かを廃止や縮小したい場合、どのような行

動を取るだろうか。廃止・縮小したいことが社会的

な事象の場合は、その事象の悪影響や必要性の低さ

を強調して、廃止・縮小に賛同する多数派の形成を

目論むことになるだろう。地方交付税についても、

行為の方向性は同じと思われる。ただし交付税の削

減は、単に地方交付税だけを攻撃すれば成就するほ

ど簡単なものではない。 

 なぜならば、地方交付税は、財源保障をベースに

して制度全体（地方財源不足額を含む）の規模が決

められているからであり、その財源保障の規模は、

地方の歳入歳出の実情に左右されるからである。全

国的な行財政の実態と、それに応じた財源保障の規

模を抜きに地方交付税だけ批判・非難しても、それ

は著しく説得力の低い攻撃にしかならないのである。 

 ここまで述べれば、ここで強調したいことが明ら

かになったであろう。地方交付税を大幅に削減した

ければ、財源保障の規模を定める地方財政計画を圧

縮しなくてはならず、その地方財政計画を縮減した

ければ、地方自治体の歳出を厳しく減少させること

が必要になる。すなわち、地方交付税の大幅削減の

ためには、地方自治体の行っている行財政の無駄や

非効率性を指摘し、地方歳出の全般を攻撃しなくて

はならないのである。 

 かくして2000年代前半以降、地方行財政に対する

非難や不信感の醸成キャンペーンが圧倒的な質量を

もって実行された。実際、次のような情報コンテン

ツが、2000年代前半に各種メディアで踊っていたの

を記憶している方は多いであろう。 

 例えば、地方にカネを渡すといかに無駄遣いばか

りするか、人間より農業家畜の方が数多い地域で公

共事業を行うのがいかに非効率で無駄なことか、過

疎の中山間地に残って生活するのがいかにコスト

高・非効率で都市部の住民に負担をかけるか、地方

公務員がいかにぬるま湯の環境で無責任な仕事をし

ているか、国から届くカネに甘えて地方自治体がい

かに怠けて努力せずにいるか、等々である。 

 このキャンペーンと並行して、地方歳出を実際に

減らすための政策がさまざまに打ち出され、国から

の強力な圧力の下で推進された。それら政策は、地

方自治体の行政改革や地方公務員定数・給与の削減

を狙ったものが多かったが、「平成の大合併」と呼

ばれる市町村合併も、地方歳出を抑圧する政策の一

環に位置付けて良いだろう。 

 そして、これらキャンペーンと縮減政策の論拠と

なったのが、周知のように新自由主義経済思想であ

る。新自由主義経済思想は、政府歳出を削減して財

政再建を行うにはまさに最適な経済思想である。な

ぜかといえば、政府の仕事は任意取引のマーケット

に載せて価格を決めることが不可能だが、新自由主

義経済思想は、市場原理主義と呼ばれているように、

市場メカニズムのみですべての価値判断を行うから

である。 

 政府の行政サービスが市場で価格づけできないの

は、公益と呼ばれる利益を含んでいるからである。

公益は誰にどの程度の利益となるか判定できない利
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益であり、程度の差はあれ広く社会全体に及ぶ利益

である。 

 このように市場で価値の計れない公益を含む政府

サービスを、市場価格に基づく市場メカニズム（需

要・供給）のみで判断したらどうなるだろうか。答

えは明白である。政府の行っているあらゆるサービ

スはすべて無駄を含んで非効率であり、即刻廃止す

べき、あるいは大幅に縮減すべきとなるのである。 

 このように新自由主義経済思想は、公益をまるで

無視して歳出を切るには最適な考え方である。換言

すれば、緊縮で生じる社会への悪影響には目を瞑っ

てでも財政再建を目論むなら、この思想に依拠する

ほかないのである。 

 その通りのことを行ったのが、小泉・竹中平蔵

「聖域なき構造改革」である。前掲の第１表に示さ

れているように、小泉内閣は2001年から６年間続い

たが、その間の歴史に刻まれた偉業は、成果なのか

害悪なのかは別として、新自由主義に従って仕組ま

れた容赦のない改革によって実現されたのである。 

 「聖域なき構造改革」といえば、郵政事業や道路

関係公団の民営化や各種の行き過ぎた規制緩和も想

起されるが、地方行財政については、やはり「三位

一体の改革」である。三位一体の「三位」のうち、

金額の不一致はあるものの、曲がりなりにも理屈の

通るのは、国から地方への「税源移譲」（３兆円）

と「国庫補助負担金の廃止・縮減」（4.7兆円）の

ワンセットである。改革の始まる前から、われわれ

財政学者も主張していた通り、依存財源である特定

補助金を一般財源かつ自主財源である地方税に置き

換えれば、地方自治と民主主義は間違いなく進歩す

るのである。 

 残る１つ、つまり「地方交付税の見直し」は、改

革から10年経った今なお、いかなる理屈で巨額の削

減が強行されたのか、まったく不明である。なぜ

5.1兆円もの地方交付税が削減されたのか、どのよ

うな根拠に基づいて行われたのか、いかなる効果を

目指して削減されたのか、われわれが理解しうる説

明は一切ないのである。 

 この点で想像できるのは、三位一体改革は、そも

そも地方交付税の圧縮と地方財政調整の弱体化を

狙った改革だったのではないかということである。

三位一体改革は、地方関係者が当初抱いていた地方

分権のための改革という認識とはまったく異なり、

国の財政再建に向けて地方交付税と地方財政調整を

壊すことに目的が置かれていたと考えられるのであ

る。 

 もしも当初からの目論見であったとすれば、首尾

良く成功を収めたとなるのだろうが、弊害はあまり

に深刻で、その罪は非常に重い。本稿にて繰り返し

嘆いているように、交付税の削減は、過疎地域から

始まって地方都市に至るまで、わが国土の全域で地

方衰退を引き起こし、わが国の社会構造と国民の意

識を後戻りのできないところまで壊してしまったの

である。 

 さて以上、交付税の大幅削減と財政調整機能の弱

体化を詳細にみてきたが、地方交付税については、

2000年代後半になっていま１つの変化が生じている。

冒頭から言及してきたように、交付税の理論に反す

ると思われる制度の改変である。 

 

－⑤ 交付税の制度改変「歳出特別枠等」： 

 奨励・誘導効果を持つ条件付き補助金化 

 地方交付税の制度改正というと、臨時財政対策債

の導入（2001年）や、投資的経費を中心とした新型

交付税への改組・包括算定の導入（2007年）のこと

と思われるかもしれない。もちろん、この両者も地

方交付税・地方財政調整の理論から道を踏み外して

おり、批判と非難を加え続けねばならない。 

 ただし本稿で採り上げるのは、より最近、2008年

から始まった制度改正である。この開始年度は、交

付税の大幅削減と財政調整の弱体化が断行された直

後である。後述する制度改正の意味を理解するため

にも、この開始時期を心に留めておいていただきた

い。 

 ここで採り上げる制度改正は、政府の公表資料で

も名称や位置付けが定まっておらず、いかに呼称す

るか難しいのだが、思い切って一括りにすれば「歳

出特別枠等」であり、その「特別枠等」に対応した

交付税への経費算入ということになる。 

 この「歳出特別枠等」については、本レポートの

「第２章 1. 交付税算定の構造変化と歳出特別枠

等がもたらす制度の劣化 ― 市町村算定を中心に 

― 」（飛田博史）にて詳細な考察と実証分析が行

われている。「歳出特別枠等」の定義から始まって
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導入の意義や財政調整効果まで明快な分析結果が示

されているので、詳しくはそちらをご参照いただき

たい。本稿では、あくまで制度の概要と問題の要点

のみの指摘となる。 

 まず前者の概要については、ここでいう「歳出特

別枠等」とは、地方財政計画に毎年度、臨時的に追

加されている歳出項目であり、地方財政計画に歳出

として計上された以上、地方交付税の基準財政需要

額にも算入される経費である。ちなみに算入の形と

しては、臨時的な需要項目として算入される以外に

も、既存の需要項目の単位費用を引き上げる形で算

入される場合もある。 

 これまで８年間の動向は、第５表に示してある。

4,000億円で計上されて４年間続いた地域再生対策

費から始まり、2009年からは地域の雇用や経済活性

化を目的に掲げる経費が追加された。さらに2014年

からは、安倍政権の打ち出した地方創生に合わせる

形で地域の元気創造事業費や、同事業費を含むま

ち・ひと・しごと創生事業費が大きなボリュームと

なっている。 

 それでは、「歳出特別枠等」の何が問題なのだろ

うか。ここで問題にしているのは、わが国地方財政

の関係者たちが長年にわたって育て護ってきた地方

交付税と地方財政調整の伝統理論に反する改正だか

らである。そして問題は、大別して次の２つに分け

られる。 

 まず第１は、「歳出特別枠等」の問題点というよ

りも、より根本的には交付税を大幅に削減してし

まったことの問題点ともいえるのだが、削減のため

にすっかり弱体化した交付税の財政調整機能を、

「歳出特別枠等」の導入で部分的に補っていると思

われることである。 

 これは、特に2012年までの地域再生対策債や地域

の雇用・活性化・経済基盤関連の「歳出特別枠等」

に当てはまる。それらの「特別枠等」において、財

政力の弱い過疎自治体や経済衰退の激しい自治体へ

の配分を高める算定が行われているからである。 

 そもそも交付税の財政調整は、通常の経費につい

ては普通交付税が一身に担い、全国すべての自治体

を特別な区別なしにフラットな形で扱うことになっ

ている。ところが今や普通交付税は、もはやその役

割を果たせないほどに総額削減からダメージを受け

てしまったようである。 

 今や「歳出特別枠」といった交付団体を差別的に

扱う特別なパートを設けなければ、財政調整を行う

ことができない。「歳出特別枠」の総額は、表から

も分かる通り大きいとはいえないが、相対的に小さ

な金額でも補完せねばならないところまで、普通交

付税の財政調整効果は衰弱してしまったのである。 

 第２には、地方交付税は使途や交付に条件を設け 

 

第５表 「歳出特別枠等」と地方交付税の別枠加算 

（単位＝億円） 

「歳出特別枠等」 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

地域再生対策費   4,000 4,000 4,000 3,000 - - - - - 

地域雇用創出推進費 - 5,000 - - - - - - - 

地域活性化・雇用等臨時特例費 - - 9,850 - - - - - - 

地域活性化・雇用等対策費 - - - 12,000 - - - - - 

地域経済基盤強化・雇用等対策費 - - - - 14,950 14,950 11,950 8,450 4,450

地域の元気づくり事業費 - - - - - 3,000 - - - 

地域の元気創造事業 - - - - - - 3,500 - - 

まち・ひと・しごと創生事業費 

  人口減等特別対策事業費 

  地域の元気創造事業費 

- - - - - - - 10,000 10,000

重点課題対応分 

  自治体情報システム構造改革推進事業 

  高齢者の生活支援等の地域のくらしを 

       支える仕組みづくりの推進 

  森林吸収源対策等の推進 

- - - - - - - - 2,500

       

地方交付税の別枠加算 - 1,000 9,850 12,650 10,500 9,900 6,100 2,300 - 

(資料）第１図と同じ。 
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ない「一般交付金」でなければならないのに、「歳

出特別枠等」は、地方自治体を国の望む方向に奨励

したり、政策誘導したりする効果を持つ、いわば条

件付き補助金となっていることである。これは、特

に2013年以降の「歳出特別枠等」に当てはまる。 

 ここでは第６図によって、2014年の地域の元気創

造事業費の算定方法を示しているが、需要額の算定

に、行政改革（主として人件費の削減）の努力を測

る指標や、地域活性化の成果を測る指標が取り入れ

られており、態容補正の形で交付額に反映されるよ

うに仕組まれている。例えば職員数を他自治体より

も削減すればするほど、あるいは職員給与を減らせ

ば減らすほど、より多くの地方交付税が配分される

のである。 

 この仕組みが、多くの自治体、特に財政力の弱く

困窮している自治体を国の望む方向へと駆り立てる

力を持っているのは間違いない。地方交付税が一般

交付金である以上、これは行ってはならない禁じ手

の筆頭であり、伝統的な交付税・地方財政調整の理

論から明白に逸脱しているのである。 

 この点を確認するために、伝統的な考え方の書か

れた文章を引いておこう。交付税の調整理論を詳述

した文献は数多いが、今すぐオンラインで参照でき

る総務省のウェッブ・サイトが良いだろう。同

ウェッブ・サイトの基準財政需要額を説明するペー

ジには、次のように明記されているのである

。 

 「地方交付税は、各地方団体の財源不足額を衡平

に補塡することを目途として交付されるものである

から、仮に具体的な実績をその財政需要の算定に用

いることとすれば、個別の事情や独自の判断に基づ

いて行われるものを取り入れることになり、不公平

な結果をもたらすことになる。したがって、基準財

政需要額は、地方団体における個々具体的な財政支

出の実態を捨象して、その地方団体の自然的・地理

的・社会的諸条件に対応する合理的でかつ妥当な水

準における財政需要として算定される。」。 

 さて、以上２点に分けてみたように、「歳出特別

枠等」は、伝統理論からすれば異端である。した

がってノーマルな状態に戻さねばならないが、ここ

で重要なことは、何が正常な状態かである。 

 「歳入特別枠等」が臨時に追加した経費で理論に

合わないからといっても、それを廃止するだけでは

正常な状態にならない。「歳出特別枠等」が導入さ

れた背景には、前述の通りに、交付税の削減によっ

て普通交付税の財政調整が効かなくなったことがあ

る。そうであれば、普通交付税の財政調整機能が回

復する水準まで地方交付税の総額を増やさねば、問

題の根本的な解決にはならない。単なる「歳入特別

枠等」の削減だけでは、衰弱しつつある地方自治の

現場にトドメを刺し、地方の衰退を決定的にしてし

まうのである。 

 

  

                                                                                                 

 総務省ウェッブ・サイト、http://www.soumu.go.jp/main_content/000363663.pdf、最終アクセス日：2016年９月30日。 
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第６図 地方交付税における地域の元気創造事業の算定方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(資料）総務省「平成26年度 普通交付税の算定方法の改正について」。 
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   地方税の身勝手な悪用、格差是正の欺瞞と国家責任の放棄 

 

 さて、いよいよ第２の原因へと駒を進めよう。

2000年代の地方財政を深刻な困窮に陥らせた原因の

第２は、地方税制を国が傷つけ機能不全へ陥らせた

ことである。そしてその根本的な原因は、やはり国

の財政赤字に求められる。第１の原因である地方交

付税に続いて、国の財政再建への希求が、地方自治

の土台である地方の課税権までも毀損してしまった

のである。 

 全体的な構図を最初に明らかにしておくと、事態

の因果関係の順番は、次の矢印のようになる。すな

わち、国の財政再建→地方交付税の削減・財政調整

の弱体化→地方税制の毀損である。 

 

－① ふるさと納税と法人課税の部分的な国税化 

 まずはじめに、国による地方税制の損壊とは具体

的に何かを明らかにしておこう。税制に大きな傷痍

を与えたのは、ふるさと納税（個人版、企業版）と

地方法人課税の部分的な国税化であり、後者は①地

方法人特別税・地方法人特別譲与税と、②地方法人

税に分けられる。いずれも、すでに周知の制度なの

で、ここでは本論旨にかかわる要点のみを記してお

くことにしよう。 

 

－①－ ふるさと納税：他人の税によるネット

通販促進事業 

 まずふるさと納税は、そもそもの出発点は「納税

者が使途を特定すると財政の効率性が高まる」とい

う一部の経済学者達の考えといってよいだろう。そ

れが使途よりも納税先の自治体を決めるという話し

になり、ふるさと納税のイメージが地方の首長や議

員たちの念頭に描かれるようになった。 

 ただし、そのイメージが後述のように地方税理論

に反するのは明らかなので、経験を積んで知識を有

する議員ほど、非現実的なアイディアを表だって語

るのは恥ずかしいこととして、水面下の話に留める

ことが多かったように思われる。ところが、それが

急に自民党政権の重要政策として浮上したのが2007

年である。 

 この年度が何を意味するのか、本稿の１－です

でに言及した通りである。2000年から（臨時財政対

策債を含めれば2004年から）交付税の大幅削減が継

続され、地方交付税が最小規模にまで落ち込んだ年

である。したがって地方の衰退と自治体関係者の将

来不安もピークに達し、「小泉・竹中構造改革」へ

の反発、ひいては自民党政権への不満が地方に広

まったのである。 

 政権与党にとって、選挙戦が戦えないという危機

感は大変に大きいのであろう。地方税の理論に反し

ようが、非現実なアイディアでプロとしての羞恥心

を抱こうが、それでもふるさと納税を提唱せざるを

えなかったのである。 

 法案が成立してからの状況は、第６表に示されて

いるように2008年の約70億円からスタートして、

2011年には東日本大震災の被災自治体に対する寄付

が急増した。その翌年には大幅に減少したが、この

頃から「返礼品」が注目を集めるようになり、寄付

総額はスタート時の倍となった。この「返礼品」目

当ての寄付は、自治体間の競争とメディアの煽り、

さらには政府の2015年税制改正（控除可能額の倍増、

確定申告不要の「ワンストップ特例制度」導入）も

あって爆発的な広がりをみせた。 

 ここまで事態が過熱すると、もはや遠慮している

わけにもいかず、さすがに本音の批判が飛び出すこ

とになる。なぜならば、ふるさと納税の実体は、地

方創生といった政治用語で語られる立派なお題目と

は大きく異なっているからである。ふるさと納税の

実体は、地方自治体にとっては、誰か知らない人の

金で行える地元産品の通信販売促進政策であり、納

税者（消費者）にとっては、商品価格に上限はある

ものの、2,000円の「定額料金」で、ありとあらゆ

る高級商品が選び放題で買える（もらえる）気楽で

楽しいネット・ショッピングにすぎないのである。 

 そして政権と与党にとっての「実体」は……。こ

れは本稿の論旨なので、後に詳述することにしよう。 

 このようにふるさと納税は、本稿の論旨でないと

ころでも問題点を孕んだ制度であるが、それに輪を

掛けて大問題と思われるのが、2016年度から始まっ

た「企業版ふるさと納税」である。「個人版」の場 
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  第６表 ふるさと納税の実績額 

（単位＝人、千円）   

 適用者数 寄附金額 控除額 うち道府県民税 うち市町村民税 

2008年 33,149 7,259,958 1,891,669 757,589 1,134,080

2009年 33,104 6,553,183 1,805,457 722,795 1,082,662

2010年 33,458 6,708,590 2,043,318 814,178 1,229,140

2011年 741,677 64,914,901 21,017,144 8,321,449 12,695,695

2012年 106,446 13,011,278 4,526,323 1,807,939 2,718,384

2013年 133,928 14,189,345 6,062,439 2,424,287 3,638,152

2014年 435,720 34,111,165 18,424,621 7,360,826 11,063,794

   (資料）総務省「ふるさと納税（寄附）に係る寄附金税額控除の適用状況について」各年度より作成。 

 

合は、お得なネット・ショッピングだから盛況を博

しているが、企業版では「経済的な利益」の返礼は

禁止されている。 

 となれば、寄付しようという気になる最高経営責

任者はいるのだろうか。もしもいるとして、本当に

見返りなしに巨額の寄付をした場合、背任行為で株

主から訴えられることはないのだろうか。あるいは、

逆の猜疑心に従えば、「経済的な利益」を厳格に定

義するのは難しいので、見返りなしと見せかけてお

いて、実質的には事業の先行投資として寄付を行う

といったことが行われてしまうのではないのだろう

か。 

 

－①－ 法人課税の国税化と税収再配分 

 地方法人課税の部分的な国税化は２つあり、１つ

は2008年から始まった地方法人特別税・地方法人特

別譲与税である。第７図にあるように、都道府県の

法人事業税の一部を国税化したのが地方法人特別税

であり、税収の半分を人口、残り半分を従業者数に

応じて都道府県間で配分するのが地方法人特別譲与

税である。すなわち、国税化によって、法人事業税

の税収を都道府県間で再配分するのである。 

 税収再配分の規模は、当初2.6兆円と想定されて

いたが、実際には2010年1.4兆、11年1.54兆、12年

に1.65兆円程度にとどまっている。再配分の方向性

は、2011年の状況を表す第７表の通りである。税収

を剥ぎ取られているのは、ダントツに東京都（約

3,500億円）で、それより小さいが大阪府（1,300億

円）、愛知県の順となっている。また特別税と譲与

税の相殺でプラスが大きい、すなわち再配分の主た

る受け手は北海道と埼玉県（両者とも200億円程

度）、次いで福岡県、千葉県と並んでいる。 

 

第７図 地方法人特別税・地方法人特別譲与税のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）財務省主計局「地方財政について」財政制度等審議会財政制度分科会平成25年10月28日配付資料より作成。 
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第７表 地方法人特別税・譲与税による影響額実績（2011年度） 

（単位：億円） 

都道府県 

地方法人 

特別税 

Ａ 

地方法人 

特別譲与税 

Ｂ 

増 減 
 

Ｂ－Ａ＝Ｃ

都道府県

地方法人 

特別税 

Ａ 

地方法人 

特別譲与税 

Ｂ 

増 減 
 

Ｂ－Ａ＝Ｃ

北 海 道   431   643      212 滋 賀 県    204    166  ▲ 38 

青 森 県    90   158       68 京 都 府    310    314      4 

岩 手 県    88   155       67 大 阪 府  1,296  1,130 ▲ 166 

宮 城 県   234   279       44 兵 庫 県    557    635     78 

秋 田 県    67   127       60 奈 良 県     75    145     71 

山 形 県    82   139       57 和歌山県     82    114     32 

福 島 県   201   239       38 鳥 取 県     46     69     23 

茨 城 県   338   346        8 島 根 県     65     86     20 

栃 木 県   225   240       15 岡 山 県    209    228     18 

群 馬 県   219   242       23 広 島 県    344    348      5 

埼 玉 県   574   770      196 山 口 県    158    170     13 

千 葉 県   541   651      110 徳 島 県    105     91  ▲ 14 

東 京 都 3,502 1,991 ▲ 1,510 香 川 県    125    121   ▲ 5 

神奈川県   905   991       86 愛 媛 県    158    167      9 

新 潟 県   261   287       26 高 知 県     46     87     40 

富 山 県   132   137        5 福 岡 県    425    600    175 

石 川 県   143   145        3 佐 賀 県     86    100     14 

福 井 県   131   100    ▲ 31 長 崎 県    109    163     54 

山 梨 県   137   103    ▲ 34 熊 本 県    136    206     70 

長 野 県   197   260       63 大 分 県    100    140     40 

岐 阜 県   224   247       23 宮 崎 県     88    130     42 

静 岡 県   492   463    ▲ 29 鹿児島県    113    196     83 

愛 知 県 1,055   933   ▲ 121 沖 縄 県     99    155     56 

三 重 県   223   221     ▲ 2 合 計 15,427 15,427      0 

(資料）全国知事会『地方税制における税源偏在の是正方策の方向性について』（平成25年９月17日）。 

 

 次にいま１つの地方法人税は、2014年、実質は

2015年から運用されている制度である。上記の地方

法人特別税との大きな違いは、おおよそ次の２点に

なるだろう。 

 第１には、第８図に示されているように、国税化

されたのが法人住民税法人税割であるため、都道府

県だけではなく市町村も税収再配分の対象となるこ

とである。第２には、再配分の手段として地方交付

税が用いられ、国税化された税収は国の予算を通さ

ず交付税特別会計へと「直入」されることである。 

 地方法人税の規模は６千億円であるが、税率10％

への消費増税に合わせて３倍近い規模への拡大が予

定されている（現時点では増税延期に伴って、規模

拡大も延期となっている）。 
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第８図 地方法人税のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）総務省「地方法人課税関係資料」地方法人課税のあり方等に関する検討会第24回会合（平成27年５月26日開催）

配布資料より作成。 

 

－② 「課税権の侵害と地方税理論の無視」「詐

欺的な問題すり替えと『ヒトのカネ』の悪用」

「偽りの格差是正」「国家責任の放棄」 

 地方税制を損壊する３つの制度が分かったところ

で、これらの何が問題なのかを明らかにしていこう。

結論からいえば、ふるさと納税と地方法人課税の国

税化は次の４点で、取り返しのつかないほどの非条

理な失行を行っているのである。 

 すなわち、①「課税権の侵害と地方税理論の毀

損」、②「詐欺的な問題すり替えと『ヒトのカネ』

悪用」、③「偽りの格差是正」、④「国家責任の放

棄」である。それでは以下、これらを順に詳述して

ゆくことにしよう。 

 

－②－ 課税権の侵害と地方税理論の毀損 

 まず第１の悪行は、地方自治体の課税権を侵害し

ていることであり、また同時に地方税の理論を完全

に無視していることである。 

 前者の課税権の侵害は、説明の要がないほど明白

である。ふるさと納税も法人課税国税化も、ミクロ

的な意味で各自治体の課税権を侵犯しており、また

後者の国税化は、マクロ的な地方全体という意味で

も、地方税収を一方的に国が奪い取り、地方の権利

を侵犯しているのである。課税権というと、教科書

でみるような日常とは遠い単語と思われるかもしれ

ないが、決してそんなことはない。事は極めて重大

である。 

 地方の課税権は、地方自治のまさに根幹である。

課税権の侵害は、税を介して成立する地方自治体と

住民との絆に国がヨコから口を出し、民主主義の土

台である地方自治を蹂躙することに他ならないので

ある。 

 しかも課税権の侵害は、きわめて中央集権的なゴ

リ押しであり、改めてわが国に地方分権が存在しな

いことをまざまざと感じさせる。政治家や官僚がよ

く口にするように、国と地方が本当に対等の関係で

あれば、「他人の稼ぎ」に手を突っ込むことなどで

きるはずもない。地方税は、いうまでもなく自主財

源であり、地方自治体にとって、自分で稼いで獲得

する唯一の財源である。「他人の稼ぎ」を勝手に奪

うことのできる関係が対等であると言い張れる人は、

世界中探してもいないであろう。 

 また特に法人課税の国税化は、よく言われるよう

に地方分権改革への逆行であり、ここでもわが国が

中央集権国家であるのがよく分かる。2000年前後に

広まっていた「地方に税源を」というかけ声は一体

何だったか、国税から地方税への３兆円の移譲とは、

いかなる意味を持っていたのだろうか。理想に向

かって進んではみたものの、やはりこの国では、中

央集権が常に最強ということなのだろうか。 

 この課税権の侵害に加えて問題なのが、地方税の

理論も完全に無視していることである。特に問題な

のが応益性・負担分任性・受益と負担の一致が放棄

されてしまったことである。 
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 ふるさと納税や法人課税国税化が行われる以前の

時点で、地方自治に基づいて課税が適正な水準で行

われていたとすれば、個人の住民にせよ立地企業に

せよ、地方税を介して自治体サービスの受益と負担

の一致する状態が維持されていたはずである。その

状態を一方的に国が変更することは、応益性と負担

分任性を無視することにほかならず、受益と負担の

均衡状態を壊してしまうのである。 

 この点で最も分かりやすい例は、ふるさと納税で

あろう。ある自治体に居住する高額所得者たちがあ

る程度まとまってふるさと納税を行い、高級な牛肉

や海産物でパーティーを楽しんだとしよう。このふ

るさと納税者たちは、他の住民より所得が高いにも

かかわらず、より低い所得の住民の負担でまかなわ

れる行政サービスに「タダ乗り」することになる。 

 さらにその自治体が、受益と負担の不一致による

赤字を減らすために行政サービス水準の切り下げに

まで追い込まれれば、タダ乗りどころか、より所得

の低い他の住民達に多大なる迷惑を及ぼすことに

なってしまうのである。かくしてこれからは、ふる

さと納税をしている高所得の隣人をみつけたら、私

利物欲にまみれた不公平な輩であるという非難のま

なざしとともに接しなくてはならないのである。 

 さて、以上が第１の悪行の概要であり、問題点の

所在は相対的に単純明快である。これと比して、次

にみる失行はより狡猾で手が込んでいるといえるだ

ろう。 

 

－②－ 詐欺的な問題すり替えと「ヒトのカネ」

の悪用：「地方格差問題」の実態と「東京vs地方」

の虚構 

 第２の悪行は、ふるさと納税と法人課税国税化の

導入に際して、「地方格差問題」を国に都合の良い

方向にねじ曲げ、問題のすり替えを行って国民に

誤った認識を与えたことであり、その偽りの認識を

背景にして、「ヒトのカネ」である地方税を国の政

策に悪用したことである。一言がやや長くなったが、

詳しく述べてゆこう。 

 まずは第９図をご覧いただきたい。2000年代半ば、

中央官庁に近い立場でメディア露出の多いエコノミ

ストが好んで使用した図の再現である。ここでは地

方税収で示しているが、県民所得で表示されること

も多かった。この図を提示して何を語るか、想像で

きるだろうか。彼らの主張は次の通りである。すな 

 

第９図 地方税収（道府県税＋市町村税）の格差の状況：1999年～2007年 

（都道府県別の人口１人あたり税収額の最高／最低の倍率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）総務省「人口一人当たり税収額の偏在度の推移」総務省ウェッブ・サイトより作成。 
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わち、2000年代に入って自治体間の格差が拡大し続

けて貧しい自治体が苦しんでいるので、この問題に

対応するために豊かな自治体の税収を貧しい自治体

へ回すべきであると力説するのである。 

 次に第10図をご覧いただきたい。実はまったく同

じデータを用いており、年度のスパンが長いだけで

ある。分かりやすいように点線で囲んだ年度が、第

９図に示されている範囲である。この第10図から分

かるように、自治体間の格差は、2000年代半ばより

も、1990年頃の方が圧倒的に高かった。 

 圧倒的に高いにもかかわらず、1990年頃に自治体

間の格差問題が騒がれていた記憶はない。となると、

2000年代半ばの「地方格差問題」とは何なのだろう

か。 

 この疑問への回答は１つしか考えられない。すな

わち、2000年代半ばに騒がれた「地方格差問題」の

実態は、「自治体間の格差が拡大したこと」ではな

く、「2000年代前半の交付税削減によって、交付税

に大きく依存する貧しい自治体が困苦に陥ったこと」

の問題なのである。 

 1990年頃、自治体間の格差ははるかに大きかった

が、当時は地方交付税の財源保障が機能していたし、

その他も含め国からの移転財源が十分な水準にあっ

た。そのため財政力の弱い自治体が特段の苦悩に直

面せず、誰も問題があるとも思わなかったのである。 

 このように問題の本質は地方交付税にあり、問題

を引き起こした真犯人は地方交付税の大幅削減・財

源保障の崩壊である。決して格差が拡大したからと

いう問題ではない。この点において国民はすっかり

騙されていたことになる。それではなぜ、このよう

に詐欺的な官製キャンペーンが打ち出されたのだろ

うか。 

 この疑問について考えうる答えは、次のようにな

る。すなわち、財政力の弱い自治体を救うことに、

国は自らの財源を割くことを望まず、「ヒトのカネ」

である地方税の活用を企てた。この企てを実現する

には、地方の困窮といっても、一部の自治体は豊富

な財源に恵まれて余裕に溢れているという認識を広

める必要があった。 

 

 

第10図 地方税収（道府県税＋市町村税）の格差の状況：1989年～2014年 

（都道府県別の人口１人あたり税収額の最高／最低の倍率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）第９図と同じ。 
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 そこで「東京vs地方」という構図を作り出し、東

京を「金持ちで身勝手な贅沢三昧の自治体」という

立場に立たせ、東京から財源を剥がして地方に再配

分することへの世論形成を目論んだ。そしてこの目

論見を成就するには、自治体間の格差が拡大し続け

ていることを殊更に強調する必要に迫られたのであ

る。 

 このような全体の構図が分かってしまうと、国の

行為がいかに非条理にすぎるか呆れるほどであろう。

貧しい自治体が困窮に陥ったのは、そもそも国が交

付税を削減したからである。したがって国の責任で

救出政策を行うべきところ、なんと財政力の高い自

治体へ財政調整の責任を押しつけ、「ヒトのカネ」

を勝手に使って対応したのである。そしてこの対応

が、ふるさと納税であり、地方法人課税の国税化な

のである。 

 ちなみに、理不尽にすぎるのが分かっていながら、

なぜ自らの国税を使わずに「ヒトのカネ」にまで手

を出したのだろうか。その理由は、前述の通り2009

年衆議院議員選挙を前にして、小規模自治体への手

厚い対応を求める政治的な要請がますます強まって

いたが、他方では国の財政再建を最優先とする圧力

がいつもながら非常に強い勢力を誇っているからで

ある。 

 以上みてきたように、ふるさと納税も地方法人課

税の国税化も、いわば国民には誇張された架空のイ

メージが示されつつ導入された。ただし国民に偽り

のイメージが流されたのは、この導入の根拠だけで

はない。導入後に制度が果たすべき役割や制度の意

義についても、同様に絵空事のイメージが広められ

たのである。 

 

－②－ 偽りの格差是正：是正効果の存在すら

疑問 

 上でみた導入の経緯からすれば、国民にいかなる

役割・意義のイメージが流布されたか、改めて詳説

するまでもないだろう。ふるさと納税と法人課税の

国税化が、自治体間の格差を是正し、わが国の全土

で進行する地方衰退への対応策になるというイメー

ジである。 

                                                                                                 
 法人事業税の分割基準は業種によって異なるが、従業員数は倉庫・ガス・電気・鉄道・軌道を除くすべての業種で

採用されている。また従業員数という分割基準は、法人住民税法人税割でも使われている。 

 ところが、このイメージも虚像である。後述のよ

うに、国税化の１種類である地方法人税だけは例外

とするが、ふるさと納税と地方法人特別税は、適正

な格差是正を行える仕組みはまったく備えていない。 

 ふるさと納税においては、税収の再配分で財源が

増える自治体は、地方税収や財政力とはまったく無

関係に、寄付者の意思次第で決まる。前述した「定

額2,000円のネット・ショッピング」という現実に

即していえば、お得で魅力的な返礼品を用意できる

自治体に再配分が集まるだろう。 

 ところがそのような自治体は、名産品や人気を集

める返礼を考案できる力を持っているだけに、相対

的にみれば財政力の高い自治体かもしれないのであ

る。この場合、格差是正どころか、格差を拡大して

しまう可能性すらある。 

 また地方法人特別税は、先の第７表に示されてい

るように、法人税収の多い東京・大阪・愛知から相

対的に大きな税収を奪い去るという点で、多少とも

格差の是正に寄与するといえるのかもしれない。た

だし、その税収の再配分の基準は人口と従業員数で

あり、後者の基準は、法人事業税の分割基準

とし

て国税化前から採用されている基準である。 

 となれば、国税化に伴って新たに導入されたのは

人口のみということになる。人口ということは、１

人あたり定額で国民全員に配るのと等しい。そこに

格差是正の効果がないとはいわないが、きわめて限

られた効果にとどまるのは間違いないのである。 

 このようにふるさと納税と地方法人特別税には格

差是正を期待できないが、そもそも格差の是正を適

確にやろうと思えば、これらのように地方税収だけ

に着目して財政調整しても意味がない。意味がない

ばかりか、自治体間の格差を逆に拡大してしまう危

険性が高い。 

 税収格差だけに着目するのが危険な理由は、周知

のように自治体間の格差には２種類が存在するから

である。すなわち、一方の地方税収の格差と、他方

の行政ニーズの量と行政コスト（この２つを合わせ

た表現が「財政需要」）の格差が存在する。教科書

で習った地方交付税の仕組みの通りに、この２種類

の両方とも調整しなければ、適正な財政調整にはな
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らないのである。 

 例えば、税収の豊富な自治体でも財政需要が極端

に大きければ、全国標準の行政を行うのに財源が不

足してしまう。この場合に地方税収の格差だけに着

目して税収を奪ってしまえば、格差是正にはならず、

それどころか自治体間の格差を人為的に歪めてしま

うことになるのである。 

 ここまで述べれば、結びの言葉が分かったであろ

う。自治体間の格差是正を適正に行おうと思えば、

地方交付税における地方財政調整の仕組みを用いる

しか方法はないのである。実際、この事実を国も認

めたのが地方法人税である。 

 地方法人税は、国税化された税収を再配分する方

法として、地方交付税制度を用いているのである。

そのため地方法人税については、「偽りの格差是正」

という批判はあてはまらない。ただし、だからと

いって地方法人税が正当化されると思ったら大間違

いである。 

 地方交付税の財源を増やして財政調整の回復を図

るなら、地方税を奪って使うのではなく、国税を財

源にして行うべきなのである。なぜ国税でなければ

ならないのか。なぜ地方法人税もダメな制度なのか、

その答えは、次にみる第４の悪行ですべて明らかに

なる。 

 

－②－ 国家責任の放棄：国土統一に不可欠の

財政調整は国家の責務 

 最後の悪行は、地方財政調整があたかも地方の責

任であるかのようにしてしまったことで、国が国家

としての最も根源的な責任を放棄したことである。 

 豊かな自治体から税収を剥がして再配分するのは、

例えそれが交付税の財源になろうとも、財政調整の

責任が富裕自治体の首長にあるといっているのに等

しい。東京都知事に、あるいは愛知県内の市長に財

政調整の責務があると本気で思っている人がいるの

だろうか。 

 地方の自主決定権と自主財源が強固な地方分権国

家であればまだしも、わが国は、すでに明らかにし

たように、まったく逆の中央集権国家である。その

集権国家の中にある１つの自治体の首長に、全国的

な公平や連帯を保つ責務があるわけもないのである。 

 ここで改めて、地方財政調整とは何かを再認識す

べきである。陸続きで多数の国が隣接するヨーロッ

パ諸国の政治家にとっては常識なのだが、地方財政

調整は、統一国家の統治に不可欠の装置である。 

 全国的な公平感を確保して地域の動乱や国家の分

裂を防ぎ、国土の統一を維持し続けるためには、地

方財政調整が必須なのである。その意味で地方財政

調整は、国家の最も原始的で本源的な責務であると

いえるだろう。 

 かくも根源的な責務である以上、自らのカネで責

任を果たすのが必然である。この責務が果たせない

ようであれば、日本という国家はいったい何なのだ

ろうかと、国家の尊厳に深い傷がつくことは避けら

れない。それほどの重大かつ致命的な過ちであり、

それがすでに実行され続けているのである。 

 本稿を執筆するにあたって最も憂い、あるいは憤

慨しているのが、この国家の責任放棄である。本稿

は、地方税財政に対する非条理な政策やあざとい企

みを語気荒く批判してきたが、それは決して、国へ

の痛烈な批判で地方関係者の心を慰めるためでも、

国と地方の財源の奪い合いを煽るために行ったので

もない。あくまでも、この最後の悪行、つまり国家

としての責務を忘れていると思われることに警鐘を

鳴らしたいと思って書き綴ってきたのである。 

 

 

 

  おわりに 

 

 本稿の終着駅まで来て、わが国社会における地方

交付税の重要性と、交付税制度の破壊がいかに広範

かつ深刻な影響をもたらしたか、改めて認識してい

ただけただろうか。 

 2000年代に断行された交付税の削減がいかに非常

識な罪業だったかについては、地方関係者のほとん

どが共通して有する認識であろう。ただし、いくら

不当であっても、本質を知らずに不満を口にしても、

批判の説得力は低い。 

 そこで本稿は、地方交付税の大幅削減の背景や経
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緯を分かりやすく整理し、財源保障の機能が弱体化

させられてしまったことで、いかに深刻な禍害が発

生したのかを、できるだけ包括的に示そうと努めた。

すなわち、よく言われる地方衰退や地域経済の消衰

を招いただけではなく、交付税制度の改悪をも引き

起こし、さらには地方税制の毀損を通して、最終的

には国家としての尊威までもが危機にさらされてい

るのである。 

 このように問題の本質を整理すること、および批

判の矛先を明確化することに努めた結果、本稿では

前向きな提言や建設的な展望を示すことが叶わな

かった。この課題については、次回以降の論考にて

取り組みたい。 

 ただし現状を改めて振り返ると、その次の執筆に

取りかかるまで、地方税財政の制度に地方自治の精

神が残されているかどうか、わが国の地域社会が最

後の活力を保っていられるかどうか、大いに懸念し

てしまうのも正直なところなのである。 
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 1. 交付税算定の構造変化と歳出特別枠等がもたらす制度の劣化 
     ― 市町村算定を中心に ―  

 

飛 田 博 史 

 

  はじめに 

 

 2000年度以降の交付税算定の改革を振り返ると、

2004～2006年度の三位一体改革にともなう総額削減

および一般財源化。2007年度の新型交付税の導入、

2008年度の地方再生対策費で先鞭をつけ、2009年度

の地方雇用創出推進費で本格化する、いわゆる歳出

特別枠等

の導入、拡充へと続き、現在にいたって

いる。 

 臨時財政対策債（以下「臨財債」と呼ぶ）振替前

の基準財政需要額総額でみると、三位一体改革の期

間前後に45兆円台まで減少するものの、2008年度以

降は増加し、近年は48兆円から49兆円台で比較的安

定推移している。 

 しかし、この間の基準財政需要額の構造を単位費

用の算定基礎でみると、人件費や投資的経費関連が

減少の一途をたどる一方で、事実上、歳出特別枠等

がこれらを補完する役割を果たしている。とりわけ

2015年度は、既存の地域経済・雇用対策費、地域の

元気創造事業費に加え、地方創生政策を背景に人口

減少等特別対策費が創設され、総額に占める割合も

高まっている。 

 これらの経費は、地方交付税法の附則に盛り込ま

れた臨時的な経費であり、既存の財源保障の規模を

恒久的に確保するものではない。自治体にとって、

現状の一般財源総額が、最低限欠かさざる水準であ

るとするならば、このような算定構造は標準的な行

政水準を保障する制度の目的に照らして望ましい姿

ではない。 

 本稿は、新型交付税が導入された2007年度以降の

普通交付税算定の構造変化について、市町村の基準

財政需要額の分析に焦点を絞り、歳出特別枠等の拡

大が擬似的な需要額の拡大をもたらし、一般財源総

額確保の空洞化が生じていることを実証する。 

 そのなかで、基準財政需要額（一本算定）の項目

別、都市類型別の推移。最終補正係数の試算、歳出

特別枠等算定の効果、ケーススタディとして長野県

内小規模自治体における影響を検討する。

 

 

   「一般財源総額」確保の状況 

 

① 一般財源総額の状況 

  図表１は地財計画の一般財源総額と基準財政需

要額（合併算定替の数値）の臨財債控除前と控除

後の額を表したものである。 

                                                                                                 

 地方財政計画の資料では2008年度の地方再生対策費について「歳出の特別枠」と呼び、翌年度の地方雇用創出推進

費以降、歳出に計上された一連の臨時項目についてはおおむね「特別枠」と呼んでいる。単年度限りの措置であった

2013年度の「地域の元気づくり事業費」、2014年度の「地域の元気創造事業費」についても、資料によって「特別枠」

と呼んでいるが、一般行政経費の内数である2015年度以降の「まち・ひと・しごと創生事業費」については、そのよ

うに呼んでいない。 

  本稿ではこれらを含む一連の臨時的項目を「歳出特別枠等」と呼ぶことにする。また、これを受けて基準財政需要

額で算定されている臨時的項目についても同様の呼び方をする。 

  なお、地財計画の臨時項目の受け皿となる交付税法の需要項目では、「当分の間」と「年度限り」で位置づけが異

なるがこれについては後述する。 

  一般財源総額は小泉政権下の2000年代前半に減

少傾向がみられ、とりわけ交付税ショックといわ

れる2004年度は55.6兆円と大きく下げている。 

  しかし、その後、骨太方針2004以降で政府の経 
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図表１ 地財計画と市町村基準財政需要額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）総務省ホームページ 地方財政計画関連資料 各年度より作成 

 

 済財政方針に「一般財源総額確保」が明記されて

以来、交付税総額に対する一定の配慮がなされる

ようになった、2005～06年度に恒久的減税が段階

的に廃止された、2007年度に３兆円の税源移譲が

行われた、景気回復局面にさしかかったことなど

により、一般財源総額は増加に転じ、2008年度に

は59.9兆円となっている。 

  2009年度に前年末のリーマンショックの影響で、

地方税収が大幅に減少し、一般財源総額が前年度

比減の59.1兆円となるが、時の麻生政権は、地財

危機対策として国と地方の折半対象とは別に、一

般会計から交付税に１兆円を加算する「別枠加算」 

を講じ、一般財源総額を支えた。 

  なお、その後も「別枠加算」措置は金額の見直

しを経て継続してきたが、2016年度地方財政計画

では廃止された。 

  一般財源総額は景気回復局面の税収の自然増に

加え、2013年度の年少扶養控除の廃止。2014年度

の消費増税などにより前年度比で増加傾向にあり、

2014年度には過去最高の60兆円台を超え、2015年

度も61.5兆円と２年連続で60兆円台で推移してお

り、2015年度は水準超経費を除く額でも60兆円を

超えた。 

  ただし、この間、2003～06年度の国庫補助負担

金の一般財源化。2008年度の後期高齢者制度導入

にともなう関係事業費の増加。2009年度の道路特

定財源の一般財源化。2010年度の子ども手当制度

の導入。2013年度の年少扶養控除等の廃止にとも

なう子宮頸がん等ワクチン接種や妊婦健診関連の

国庫負担（都道府県基金）の一般財源化。2014年

度の消費増税にともなう社会保障４経費の拡充な

どにより、追加的な経費も増加しており、三位一

体改革における一般財源の削減が実質的に復元さ

れたとはいえない。 

 

② 基準財政需要額（市町村分・合併算定替合算）

の推移 

  図表１の基準財政需要額（市町村分）の推移を

みると、実質額（臨財債を含む）は2003年度に

27.9兆円と突出しているが、これは臨財債の算定



 

－ 35 － 

方法の見直しによるもので

、需要額の増加によ

るものではない。 

  さらに交付税ショックといわれる2004年度には、

25.9兆円と実質額で大幅に減少に転じており、

2007年度の22.8兆円まで減少が続いている。この

間の動きは一般財源総額の増加局面とは対照的で

ある。 

  2008年度以降は歳出特別枠等関連経費が算入さ

れることなどにより増加に転じ、2010年度の子ど

も手当導入時に25.1兆円とほぼ2000年度初頭水準

まで回復し、その後平均的にはほぼ横ばいで、

2015年度は25.2兆円となっている。 

  一定水準で安定傾向にあるものの、前述の通り、

この間、各種一般財源化や新制度や制度改正によ

る経費増にともなう財政需要が増加しており、三

位一体改革の削減分を実質的に回復させたわけで

はない。 

  なお、臨財債控除後の額でも同様の傾向である

が、変動幅は小さく、毎年度の交付税額の変動を

臨財債への振替によって吸収している状況が見ら

れる。 

 

③ 基準財政需要額の状況 

  図表２－１は、新型交付税導入前となる2006年

度までの基準財政需要額の内訳の推移である。総

額の減少は、投資的経費の減少によるものであり、

2004年度は前年度の６兆円から4.9兆円と急減し、

さらに2006年度には3.9兆円まで減少している。 

  この間の経常経費は16.8兆円から16.9兆円とほ

ぼ横ばいで推移しているが、国庫補助負担金の一

般財源化による需要額算入が寄与しており、これ

を除くと実質的には財政需要は抑制されている。

なお、公債費は増加要因として寄与している。 

  図表２－２は、2007年度の新型交付税導入以降

の推移である。 

  新型交付税の導入により、経常経費、投資的経

費の区分が廃止され、個別算定経費と包括算定経

                                                                                                 
 2001、2002年度は経常経費の企画振興費、その他の諸費（人口）、投資的経費のその他の土木費、その他の諸費

（人口・面積）において、発行可能額相当を控除していた上で総額を算出していたが、2003年度以降は、総額から控

除するようになったので総額に違いが表れる。 

 総務省の関連資料では、歳出特別枠等は個別算定経費に含めていないが、実質的には複数年にわたり経常的に算入

されていることから、本稿ではこれを含めて呼称している。 

費が設定された。従来の投資的経費は、道路橋

りょう費や港湾費を除き、主に個別算定経費の地

域振興費や包括算定経費（人口・面積）などに移

され、総務費関係を含む企画振興費も包括算定経

費（人口）に移された。 

  2008年度以降は地方再生対策費を皮切りに、い

わゆる歳出特別枠等として地財計画に臨時的な包

括経費が計上されるようになった。とくに2009年

度以降はリーマンショックにともなう地方財政対

策として、地方再生対策費とは別に、臨時的な項

目が盛り込まれ、毎年度項目を見直しつつ金額を

拡充していった。 

  具体的には、2009年度「地方雇用創出推進費」

（5,000億円）、2010年度「地域活性化・雇用等

臨時特例費」（9,850億円）、2011年度「地域活

性化・雇用等対策費」（１兆2,000億円）、2012

年度以降は「地域経済基盤強化・雇用等対策費」

（１兆4,950億円）と変遷していく。その後、い

わゆる財政の「危機モード」から「平時モード」

への回帰方針のなかで、2015年度には同項目は

8,450億円まで削減されたが、他方、安倍政権の

地方創生にあわせて、同年度から地財計画の一般

行政経費単独分の一部として「まち・ひと・しご

と創生事業費」（１兆円）が計上され、地財規模

の水準確保に寄与している。 

  こうした地財計画への経費算入は、交付税算定

では需要額の臨時項目と既存項目の単位費用への

包括算入を通じて反映された。 

  図表は、個別算定経費、歳出特別枠等、包括算

定経費、公債費の積み上げグラフで示した

。な

お、2009年度、2010年度も単位費用への加算が行

われているが、その内訳が不明であることから、

個別算定経費の内数としている。 

  歳出特別枠等を除く個別算定経費は2007年度か

ら2015年度にかけて17.4兆円から18.2兆円に増加

しているが、消費増税による社会保障の充実が図

られる2014年度以前でみれば、わずか3,000～
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4,000億円程度の増加にとどまっている。 

  この間の臨時項目分および単位費用分をあわせ

た歳出特別枠等は伸びており、その合計額は2008

年度約2,100億円から2015年度には約１兆円と需 

 

図表２－１ 基準財政需要額（市町村分・一本算定）の推移（～2006） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）総務省「地方交付税等関係計数資料」各年度より作成 

 

図表２－２ 基準財政需要額（市町村分・一本算定）の推移（2007～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 
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 要額全体の増加が歳出特別枠に大きく依存してい

ることがわかる。 

  包括算定経費は2007年度から2015年度にかけて

３兆円から2.7兆円の微減となっており、建設事

業関係の抑制や総務費関連の削減が影響している。 

  公債費はこの間2.5兆円から3.2兆円に増加して

いるが、主に臨財債の元利償還金の算入増による

ものである。 

  以上のように、新型交付税導入以降の需要額の

伸びは、主に歳出特別枠等と臨財債の公債費算入

によるもので、既存の行政項目の積み上げではほ

とんど伸びていないことがわかる。 

  近年の一般財源総額充実が、臨時項目や地方債

の元利償還金によるいわば擬似的なものであるこ

とが、交付税算定の状況からもわかる

。 

 

 

   基準財政需要額算定の状況 

 

① 個別算定経費（歳出特別枠等除く） 

  さらに2007年度以降の個別算定経費を費目別に

みていこう。図表３は基準財政需要額の費目別の

推移を大項目別にみたものである。 

  消防費、厚生費を除いて減少傾向にあり、特に

投資的経費を含む土木費（道路橋りょう費および

港湾費）は減少幅が大きい。 

  需要額に占める割合が大きい厚生費は、生活保

護費、社会福祉費、高齢者福祉費がいずれも増加

傾向で、唯一清掃費が減少していたが、2015年度

は合併算定替え終了対策として標準団体経費を充

実させたことなどから、前年度比微増となってい

る。 

  総務費には住民基本台帳費や徴税費などのほか、 

 

図表３ 個別算定経費（歳出特別枠等除く）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上  

                                                                                                 

 図表は一本算定にもとづく金額であり、実際には合併算定替により個別算定経費の伸びは図表より高いことが推測

されるが、それでもなお歳出特別枠等の寄与度は大きい。 
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 総務費では最大の地域振興費が算定されており、

地域活性化関連、地方総合整備事業債等の事業費

補正、過去には頑張る地方応援プログラムなど、

その時々の政策が反映されてきた。地域振興費の

単位費用の算定基礎となる事業費総額でみると、

2012年度をピークに減少しており、2013年度以降

は行革算定関連やコミュニティ施策関連が歳出特

別枠等に移行したことで減少幅が大きくなってい

る。 

  全体的な傾向では、厚生費の増加とその他の項

目の減少が対照的に推移しており、増加要素は限

定的である。そうしたなかで、歳出特別枠等が需

要額の底上げの役割を果たす構造となっている。 

  歳出特別枠等はあくまで臨時的な経費であり、

これに支えられた需要額の充実は中期的な財源保

障の観点から問題がある。 

  しかも、上記のように2013年度以降、一部の経

費で交付税法の本則の法定項目から附則の臨時項

目への経費の振り替えが行われており、当該経費

の財源保障の位置づけが変わることから、経費算

定の基本的な考え方が問われる

。 

 

② 包括算定経費 

  次に包括算定経費の内容についてみてみよう。

図表４は包括算定経費のうち人口を測定単位とす

る項目について、単位費用の算定基礎となる事業

費ベースの推移をみたものである。 

  包括算定経費には総務費や建設事業費などが計

上されており、人件費や投資的経費の削減のなか

で減少傾向にある。 

  特に2014年度の削減幅は大きい。内訳をみると

企画費のうち情報管理等費、地域文化・スポーツ

振興費、交流対策費、少子化対策費。総務費のう

ちその他の経費などが目立つ。これらのなかには、

歳出特別枠等に振り替えられたと推察されるもの

もあり、ここでも交付税法の本則の経費から臨時

的経費への振替が行われた可能性がある。 

  ところで、包括算定経費は2007年度のいわゆる 

 

図表４ 包括算定経費（人口）の単位費用事業費ベースの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）地方財務協会「地方交付税制度解説（単位費用編）」各年度より作成 

                                                                                                 

 たとえば2015年度は地域振興費のコミュニティ施策関連や社会福祉費の子育て支援サービス充実支援事業費が、人

口減少等特別対策事業費に移行している。 



 

－ 39 － 

 新型交付税制度の導入において、交付税算定の簡

素化を目的に創設されたが、単位費用の算定基礎

となる項目数は数十項目に上っており、むしろ他

の項目に比べて複雑化している。一方、一般財源

ベースで表される積算の金額は百万円単位と、他

の項目が千円単位であるのに比べて粗い数字と

なっており、それらの年々の金額の変動要因も必

ずしも明らかではない。 

 

③ 公債費 

  図表５は公債費の各項目の推移を積み上げたも

のである。 

  算入総額は2007年の2.5兆円からピークとなる

2014年度には3.3兆円まで増加し、2015年度は3.2

兆円に減少している。おおむね過去の景気対策関 

連公債費算入は減少傾向にあり、主要な増加要因

は臨財債で2015年度は1.4兆円に上っている。 

  2015年度の地財計画では臨財債発行額約4.5兆

円のうち、既往債の元利償還金に３兆円が充てら

れている。そもそも臨財債の交付税措置は、本来、

当該年度に交付税で保障すべき一般財源の繰り延

べ払いの性格を有するが、実態は臨財債で臨財債

償還費をまかなう状況となっており、事実上の赤 

字地方債と化している。このような財源措置は法

定率の引き上げやその他の財源対策により早急に

解消すべきである。 

 

図表５ 公債費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）前掲「計数資料」より作成 
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   歳出特別枠等の問題点 

 

 以上のように、市町村の交付税算定を中心にその

推移をみてきた。三位一体改革以降、需要額の規模

は復元しつつあるが、その構造は社会保障関連を除

けば、歳出特別枠等の臨時的項目と臨財債の増加が

寄与しており、既存項目では引き続き削減される傾

向にある。 

 とりわけ、歳出特別枠等の臨時的な項目による算

定の拡大は、普遍的な標準的経費を算定する地方交

付税法の趣旨からして、その妥当性が問われるとこ

ろである。そこで本章では歳出特別枠等に焦点を絞

り、その問題点を明らかにしていく。 

 

① 歳出特別枠等の経緯 

  冒頭の脚注で述べているが、そもそも、地財計

画の臨時項目を「特別枠」と呼称し始めたのは、

2008年度の地財計画における「地方再生対策費」

からとみられる。また、厳密に「歳出特別枠」と

呼んだのは2012年度の「地域経済基盤強化・雇用

等対策費」である。いずれにしても、既存の経費

とは別立てであること。また、基本的な経費の性

格は臨時的なものであるという点で共通している。 

  このうち、2014年度の「地域の元気創造事業

費」、2015年度に地域の元気創造事業費を包含し

た「まち・ひと・しごと創造事業費」は、いずれ

も地財計画の一般行政経費の内数として計上され

ており、従来の臨時的な経費とは異なる経常的な

性格をうかがわせる。しかし、同経費にもとづく

交付税算定項目の「地域の元気創造事業費」「人

口減少特別対策事業費」は、いずれも地方交付税

法の附則に規定された臨時的な項目であることか

らすれば、少なくとも現時点では地財計画のこれ

らの項目も臨時的な地財対策の一環に過ぎない。 

  図表６は歳出特別枠等の基準財政需要額におけ

る算定額を結果ベースでみたものである。なお、

「単位費用への包括算定」については当初の概算

ベースとなっている。 

  毎年度、時の政権が経済危機対策や地域活性化

を打ち出す中で、その項目や算定方法の変遷を経 

 

図表６ 歳出特別枠の基準財政需要額への反映（算定結果ベース） 

（億円) 

  
2008 2009 2010 2011 

道府県 市町村 総 額 道府県 市町村 総 額 道府県 市町村 総 額 道府県 市町村 総 額

地方再生対策費 1,504 2,504 4,008 1,504 2,509 4,013 1,504 2,496 4,000 1,124 1,872 2,996

地域雇用創出推進費     2,500 2,505 5,005    0     

雇用対策・地域資源活用臨時特例費        2,250 2,250 4,500     

雇用対策・地域資源活用推進費             2,249 2,250 4,499

地域経済・雇用対策費                 

地域の元気づくり推進費                 

地域の元気創造事業費                 

人口減少等特別対策事業費                 

＊その他各単位費用への包括加算（概算)    ? ? 5,000 ? ? 5,350 3,150 4,350 7,500

合 計 1,504 2,504 4,008 4,004 5,014 14,018 3,754 4,746 13,850 6,523 8,472 14,995

  
2012 2013 2014 2015 

道府県 市町村 総 額 道府県 市町村 総 額 道府県 市町村 総 額 道府県 市町村 総 額

地方再生対策費     

地域雇用創出推進費     

雇用対策・地域資源活用臨時特例費     

雇用対策・地域資源活用推進費     

地域経済・雇用対策費 3,297 4,097 7,394 3,297 4,100 7,397 2,924 2,973 5,897 1,925 2,474 4,399

地域の元気づくり推進費  1,950 1,050 3,000    

地域の元気創造事業費  875 2,624 3,499 975 2,924 3,899

人口減少等特別対策事業費    1,999 3,997 5,996

＊その他各単位費用への包括加算（概算) 3,300 4,100 7,400 3,300 4,100 7,400 2,795 3,255 6,050 2,045 2,005 4,050

合 計 6,597 8,197 14,794 8,547 9,250 17,797 6,594 8,852 15,446 6,944 11,400 18,344

(資料）地方財務協会「地方財政」と総務省資料「地方財政見通し・予算編成上の留意事項等」（旧内かん）より作成 
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 て結果的には継続的に算定されてきており、2015

年度算定では総額で約1.8兆円と過去最大の規模

となっている。特別枠でありながら、需要額の一

角を占めるようになっている。 

  しかも、2009年度以降、いわゆるリーマン

ショック後の地財対策の一環として、需要額の既

存項目の単位費用に包括加算されてきた部分は、

需要額項目の全体的水準を全体の水準を引き上げ

ることに寄与している。これについては、既述の

ように地方財政の危機モードから平時モードへの

回帰を理由に、段階的に縮小してきており、需要

額全般の縮小への影響が注視される。 

 

② 各項目の創設根拠  

  各項目の創設の理由や考え方について総務省は

概ね次のように説明している。 

 ◆地方再生対策費 

   「地方と都市の共生」の考え方の下、地域間

の税源偏在の是正に取り組むとともに、地方税

の偏在是正による財源を活用して創設。地域活

性化統合本部が策定した「地方再生戦略」にお

いて「地方都市」、「農産漁村」及び「基礎的

条件の厳しい集落」という地域類型ごとの示さ

れた施策展開の方向に沿って、「地方経済の活

性化」、「農山漁村の活性化」「基礎的条件の

厳しい集落の生活機能の維持」、「農地・森林

がもつ多面的機能の維持」といった地方再生に

必要な経費を包括的に算定（「地方財政」2008

年５月号参照） 

 ◆地域雇用創出推進費 

   「生活防衛のための緊急対策」にもとづき、

地方公共団体が雇用創出等を図ることができる

よう。地方交付税が１兆円増額されたことを踏

まえて創設。百年に一度といわれる経済危機の

中、急速に悪化する雇用情勢を踏まえ、国民生

活の不安を解消するとともに、地域の雇用を維

持する主旨に基づき、その配分に際しては雇用

情勢や経済・財政状況の厳しい地域に重点的に

行うこととする（同上 2009年５月号参照） 

 ◆雇用対策・地域資源活用臨時特例費 

   雇用対策や地域資源を活用した地域の自給力

と創富力を高め持続的な地域経営を目指す緑の

分権改革の芽だしとしての取組など、人を大切

にする施策を地域の事情に応じて実施できるよ

う創設。 

   別途関係費用の単位費用において活性化推進

特例費を設け、①安心して暮らせる地域づくり

②子育てや高齢者の生活支援③疲弊した地域の

活性化④緑の分権改革につながる豊かな地域資

源の活用について増額（同上 2010年５月号参

照） 

 ◆雇用対策・地域資源活用推進費 

   地域の雇用情勢等に応じて、雇用機会の創出

や、地域の資源を活用した経済活性化等を図る

とともに、高齢者の生活支援など、住民のニー

ズに適切に対応した行政サービスを展開できる

よう創設（同上 2011年５月号参照） 

 ◆地域経済・雇用対策費 

   従来の臨時項目「地方再生対策費」及び「雇

用対策・地域資源活用推進費」を整理統合し、

新たな臨時費目として３年間の措置として創設。

歴史的円高等、地域経済を取り巻く環境が激変

する中、海外競争力の強化等のため、地域が実

施する緊急事業に対応するための緊急枠を含め

たもの。 

   既存の費目の単位費用算入分については①地

域住民に光を注ぐ事業②子育て支援サービス充

実推進事業③地球温暖化対策暫定事業④安心し

て暮らせる地域づくりや疲弊した地域の活性化

などの課題に対応（同上 2012年５月号参照） 

 ◆地域の元気づくり推進費 

   給与の減額支給措置にともなう給与関係経費

等の削減にあわせて、地域の活性化等の緊急課

題に対処する観点から平成25年度における措置

として新設。すべての地方団体において地域の

活性化への取組に必要な財政需要があることか

ら人口を基本として基礎額（1,000億円）を算

定する。これに加え、各地方団体のこれまでの

人件費削減努力を反映することとし、ラスパイ

レス指数による加算（1,000億円）と職員数の

削減率による加算（1,000億円）を講じる。す

でに人件費を積極的に抑制している団体にあっ

ては、抑制により捻出した財源を地域の活性化

等に活用してきたと考えられること。人件費削
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減努力を算定に反映すべきとの地方団体からの

要望もあることから加算を行うこととした（同

上 2013年５月号参照） 

 ◆地域の元気創造事業費 

   前年度の地域の元気づくり推進費について、

地域経済活性化に係る地方団体の取組を息長く

応援する観点から、当分の間の措置として、一

般行政経費（地財計画）に改めて計上した。引

き続き行革努力や経済活性化指標を反映させる

理由として、地方団体からの要望を踏まえ、各

地方団体が行革により捻出した財源を活用して、

地域経済活性化の取組を行っていると考えられ

ること。地域経済活性化に積極的に取組、成果

指標を全国標準よりも伸ばしている地方団体は、

地域経済活性化に全国標準よりも多く取り組ん

でいると考えられること。以上を踏まえ客観的

な統計データが存在する指標を幅広く選定した

（同上 2014年５月号参照） 

 ◆人口減少等特別対策事業費 

   政府のまち・ひと・しごと創生事業法の成立

や同総合戦略の閣議決定を踏まえ、地方公共団

体が自主性・主体性を最大限発揮できるように

するための地方財政措置として、地域の実情に

応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から、

地財計画に「まち・ひと・しごと創生事業費」

（１兆円）を計上し、これを既存の地域の元気

創造事業費とともに新たな費目を創設。各地方

団体が地方創生に取り組むための財政需要を算

定するものであることから、算定に当たっては

人口を基本とした上で、各団体の取組の「必要

性」「取組の成果」を反映して算定する。基本

的な考え方として結婚、出産、子育て支援の充

実や住民転入の推進など、各団体が行う人口減

少等に係る当該年度の財政需要を算定しようと

するものである。取組の成果において各指標の

過去からの伸び率を用いているが、決して過去

の財政需要を算定しているものではない。 

   取組の必要度を加味するということは、同じ

人口規模であっても、直近の人口増減率等の指

標が芳しくない団体は、人口減少対策に取り組

む必要性が高く、その財政需要が大きいと考え

られることを踏まえ、直近の指標の数値が芳し

くない団体の割増を行おうとするものである。 

   取組の成果を加味するということは、同じ人

口規模の団体であっても、人口の増減率等の指

標の伸び率が全国平均の伸び率の団体に比べて、

子育て支援等の充実や転入促進などに積極的か

つ効果的に取り組んでおり、その財政需要も大

きいと考えられることを踏まえ割増を行うもの

である（同上 2015年５月参照） 

 

③ 創設根拠の問題点 

  以上、各項目の創設根拠をみると、歳出特別枠

等として引き継がれるなかで、年々、場当たり的

な根拠が示されていることがわかる。全体を整理

してみると以下のような流れや特徴があげられる。 

 ・2012年度までは経済危機や格差是正を主眼とし

て、地方自治体の救済、とりわけ条件不利地域

の自治体への配分に重点が置かれていた。 

 ・2013年度の給与の臨時削減の対策として、事実

上の削減実施の見返りとしての行革算定が強調

された。すでに行革算定自体は地域振興費に

あったものの、算定基準はアナウンス効果が強

かった。国側はこの算定を「地方が要望した」

としており、これを転機として「努力」が歳出

特別枠等の主役となった。 

 ・地域の元気創造事業費にいたっては「地方団体

からの要望を踏まえ、各地方団体が行革により

捻出した財源を活用して、地域経済活性化の取

組を行っていると考えられること。地域経済活

性化に積極的に取組、成果指標を全国標準より

も伸ばしている地方団体は、地域経済活性化に

全国標準よりも多く取り組んでいると考えられ

ること」など、推測の域を出てない根拠で成果

指標算定を採用しており、「努力」がよりハイ

ブリット化している。 

 ・「まち・ひと・しごと創生」を根拠とする人口

減少等特別対策事業費では、もっぱら地方創生

の推進ありきの成果指標で算定しようとしてい

る。資料では交付税制度の主旨にあわせようと

財政需要算定の正当性を明記しているが、結局

中身は本来の社会保障や地域振興であり、別立

てで行う理由はない。しかも取組の必要度は人

口が減少している自治体において高いとしてい
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るが、個々の自治体の意向を無視した推定であ

る。また、取組の成果についても子育て支援等

の充実と人口増の因果関係自体、過去のデータ

から明確な相関は実証されておらず、単なる仮

定を指標化しているに過ぎない。 

 ・これらの成果を財源措置するならば、本来、奨

励的な国庫補助負担金で行うべきであり、交付

税における算定は、標準的な行政経費の算定を

基本とする主旨からして制度の劣化をもたらす

だけである。たとえ新たな時代の算定のあり方

の議論の余地があるとしても、時間をかけて国

と地方で算定のあり方を議論すべき。 

④ 高まる歳出特別枠等による需要額算定 

  図表７は歳出特別枠等（臨時項目分）の需要額

算定が、需要総額に占める割合を自治体類型別に

試算した結果である。2012年度までは格差是正に

重点が置かれたことから、町村の算定割合が上昇

傾向にあるが、2013年度以降は他の都市でも上昇

に転じており、成果指標を通じて自治体全般を政

策に誘導しようとする意図がうかがわれる。とり

わけ2015年度は歳出特別枠等の関連項目が充実し

た結果、いずれも比率が急上昇しており、「ま

ち・ひと・しごと創生」政策への動員効果を強く

反映したものとなっている。あくまで臨時項目で

あるこれらの需要の割合が高まることは、先述の

通り「合理的かつ妥当な水準」を算定する交付税

のあり方からして著しく問題がある。 

 

図表７ 歳出特別枠等対需要総額比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）前掲「計数資料」より作成 

 

⑤ 人口減少等特別対策事業費の算定構造 

  直近の歳出特別枠等の一つである「人口減少等

特別対策事業費」の算定構造をみてみよう。 

  ＜資料＞は算定の基本的な仕組みを示したもの

である。 

  同項目の算定式は測定単位を人口とし、補正係

数には段階補正と経常態容補正Ⅰ・Ⅱの累乗が適

用される。 

  段階補正により、道府県分では170万人、市町

村分で10万人未満は割り増し補正されるため、基

本的に小規模自治体では需要額が手厚くなる。 

  経常態容補正Ⅰ・Ⅱはいずれも地域活性化等に



 

－ 44 － 

かかる指標が採用されるが、このうちⅠの「取組

の必要度分」では、現状において全国平均で劣位

な指標を「取り組みが必要なもの」とみなして、

プラスに算定し、Ⅱの「取組の成果分」では、現

状において全国平均で優位な指標を「成果」とし

て算定する。 

  経常態容補正ⅠではＡ～Ｉの指標が適用され、

Ａの人口増減率について0.4のウエイト付けがさ

れ、その他は0.075となっており、人口減少率の

高い自治体の割り増しに手厚くなっている。 

  経常態容補正ⅡではＪ～Ｐの指標が適用され、

Ｊの人口増減率についても0.4のウエイト付けが

され、全国平均より人口増加率が高い自治体に割

り増し算定されるようになっている。 

  α、βはそれぞれ、取り組みの必要度分と成果

分として予定されている需要総額に付け合わせる

係数であり、必要度分と成果分の配分割合となっ

ている。2015年度の同係数は必要度分が0.964、

成果分が0.114と前者の算定に大きな比重が置か

れており、地域活性化で不利な自治体に配慮され

ている。ただし、人口が増加傾向にある都市部の

自治体においても後者で算定されるため、自治体

全体に需要額の引き上げ効果をもたらしている。 

  同事業費は段階的に取組の必要度分から成果分

へと算定の比重を移す予定であり、一定の成果を

上げた自治体については割増率が高くなっていく。

ただし、いずれも成果を測定する指標の基準（た

とえば成果の比較年度など）は国が設定するため、

地方の「頑張り」が基準と合わなければ交付税へ

反映されない。 

  その点では国が考える地域活性化の基準で評価

されることになり、交付税を通じた国の政策誘導

の性格が強く表れる。 

 

 

   実証 ― 小規模自治体への影響 

 

 歳出特別枠等はいずれも段階補正が適用されるこ

とから、小規模自治体における算定への影響が大き

いものと考えられる。 

 そこで長野県内の町村を例に算定への影響を検証

する。 

 

① 基準財政需要額の主な推移 

  図表８－１～２は人口2,000人未満の２村につ

いて臨財債控除前の基準財政需要額の推移をみた

ものである。Ａ村は人口2,000人台、Ｂ村は1,000

人台である。 

  2007年度以降の推移を見ると、Ａ村では一定の

増減幅で推移しているのに対し、Ｂ村は比較的変

動幅が大きく、2012年度の大幅な伸びがみられる。

いずれにしても2000年代前半のような減少傾向は

みられない。 

  需要額の構成では2008年度の地方再生対策費の

創設にはじまる、歳出特別枠等が総額の増減に大

きく影響しており、とりわけ2012年に地域経済・

雇用対策費として単位費用が大幅に引き上げられ

たことにより、需要額に占める割合が急上昇し、

その後も地域の元気創造事業費や人口減少等特別

対策事業費が加わるなかで需要額を大きく下支え

しているのがわかる。 

  一方、公債費等を除く個別算定経費や公債費は

年々減少傾向にあり、全体の主要な減少要因と

なっている。個別算定経費については次節で検討

することとするが、公債費の高い割合を占める過

疎対策事業債償還費の減少が大きく影響している。 
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図表８－１ 基準財政需要額の状況（Ａ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）普通交付税算出資料より作成 

 

図表８－２ 基準財政需要額の推移（Ｂ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 

 

② 基準財政需要額の内訳 

  図表９－１～２は需要額の推移を中項目単位で

詳細にみたものである。 

  金額でみた上位項目は時間経過とともに変化し

ており、両村では推移や上位項目に違いがみられ

る。ただし、各種測定単位の減少を背景に、全般

的に需要額の減少傾向がみられる。 

  Ａ村は2007～08年度は公債費、包括算定経費、
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土木費、厚生費が上位であったが、その後、公債

費が急激に減少する一方で、2012年度以降は歳出

特別枠等が上位項目に加わり、2015年度は土木費

の若干上回る水準に達している。 

 

図表９－１ 基準財政需要額の中項目別の推移（Ａ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 

 

図表９－２ 基準財政需要額の中項目別の推移（Ｂ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 
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  Ｂ村は2011年度までは包括算定経費、公債費、

土木費が上位を占めるが、2012年度以降歳出特別

枠等が急増し、以後、2014年度を除けば金額の最

上位となっている。 

  変動幅に違いはあるが、小規模自治体にとって

歳出特別枠等が需要額全体に大きく寄与している

ことが確認される。 

 

③ 歳出特別枠等の状況 

  さらに歳出特別枠等の内訳の推移をみたものが

図表10－１～２である。 

  2011年度までは地方再生対策費に加えて、年々 

 

図表10－１ 歳出特別枠等の推移（Ａ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 

 

図表10－２ 歳出特別枠等の推移（Ｂ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）同上 
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 の臨時的経費が加算されているが、その規模は比

較的小さい。 

  先述のとおりこの間、地財計画ベースでは、

2009年度に地域雇用創出推進費5,000億円、2010

年度に地域活性化・雇用等臨時特例費9,850億円、

2011年度に地域活性化・雇用等対策費１兆2,000

億円と歳出特別枠等の規模を拡大しているが、交

付税の算定では各単位費用への包括算入分の割合

が高く、臨時的経費での算定割合が比較的小さ

かったことから、歳出特別枠等の算定効果は限定

的であった。たとえば2011年度の交付税算定の雇

用対策・地域資源活用推進費は4,500億円にとど

まり、残り7,500億円は単位費用に算入された。 

  2012年度は地財計画の地域活性化・雇用等対策

費が１兆5,000億円に増額され、これに対する交

付税算定の地域経済・雇用対策費も7,400億円と

約半分を算定することになり、歳出特別枠等の算

定効果の寄与度が高まることになった。 

  2012年度はＡ村とＢ村とも大きく伸びており、

なかでもＢ村の増加は顕著である。その主たる要

因は算定に適用される段階補正の効果とみられる。

地域経済・雇用対策費で適用される段階補正は、

上限値が設定されていないため、人口の小さい自

治体ほど補正率が高くなる。Ｂ村は人口が1,000

人台であり、段階補正の効果が相対的に高く現れ

た。 

  現在では地域経済・雇用対策費が削減される一

方で、地域の元気創造事業費や人口減少等特別対

策事業費の算定割合が高くなっている。いずれも

段階補正が適用されるものの、係数の上限値が設

定されており、補正効果は従来よりも抑制されて

いる。 

  人口減少等特別対策事業費が算入されたことで、

いずれも2014年度に比べて需要額が伸びているが、

２村の算定額の差については不明である。 

  歳出特別枠等全体を通じてみると、小規模自治

体にとって需要額の増額を通じた交付税算定の充

実が図られたことは事実である。しかし、年度毎

に項目や金額が場当たり的に大きく変動し、しか

も、小規模自治体における需要額に占める割合が

高いことから、国の政策に需要額が大きな影響を

受ける不安定な財源保障の構造が経年化している

状況がみられる。 

 

 

  結 び 

 

 2009年度の地財計画の別枠加算を契機に、一般財

源総額は安定、充実が図られてきた。三位一体改革

で交付税制度の大きな不安を抱いていた地方側に

とっては、当時に比べて財源保障の環境が量的に改

善したことは確かである。 

 しかし、社会保障以外では臨財債と歳出特別枠等

が大きく寄与しており、これを受けた交付税算定の

内容をみても、質という面では評価しがたい。 

 臨財債については、その償還費が一般財源総額に

占める割合が高まっており、これを一般財源である

臨財債の起債によって借り換える構造が恒常化しつ

つある。一般財源総額が安定的に確保されても臨財

債償還金充当一般財源が増えているとすれば、十分

な「確保」とはいえず、実質的には一般財源が臨財

債償還に浸食されているとみることができる。 

 また、検証でも指摘したように臨財債の発行可能

額は財政調整機能をもっており、財政力が相対的に

高い都市部では交付税から臨財債への振替率が高く

なることから、後年度の償還額の負担が都市部で相

対的に高くなる可能性も懸念される。 

 ただし、財源不足基礎方式による算定では、財政

力が低い自治体の発行可能額は多くなるため、厳密

にどちらが量的に負担となるかは、今回検証にい

たっておらず今後の課題としたい。 

 国は臨財債について、これまで交付税の振替一般

財源として積極的に位置づけてきた印象を受けるが、

近年、国会答弁で「赤字地方債」と明確に述べるよ

うになっており、消極的な評価に転換してきたこと

は留意すべきであろう。 

 臨財債は交付税総額で確保されるべきところを、

地財対策の一環で発行されていることからすれば、

法定率の引き上げが本来のあるべき姿であり、臨財
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債の借り換えによる償還は中期的に地方に負担を負

わせるものである。 

 歳出特別枠等については、「合理的、かつ、妥当

な水準」という交付税法の考え方に照らして疑義が

ある。とりわけ、成果指標や行革指標にもとづく国

の政策誘導性、年々算定項目やその考え方が移り変

わってきた臨時的項目としての不安定性、小規模自

治体の算定結果でみたような算定結果の不安定性な

ど多くの問題を抱えている。 

 交付税算定における国の政策誘導性は、たとえば

国の政策にともなう地方負担の財源保障が交付税法

に規定されていることから、これを否定することは

できない。しかし、事業費補正の拡充が1990年代の

地方投資単独事業を誘引した反省から、2000年代に

大幅な見直しが行われたことを踏まえれば、政策誘

導性を積極的に肯定することもできないだろう。 

 財源保障の不安定性という点でも、安倍政権の地

方創生政策自体が先行き不透明ななかで、こうした

算定への依存度を拡大することは、当座の一般財源

総額を確保する点では有効であるかもしれないが、

中期的には算定根拠の脆弱性ゆえの足下をすくわれ

ることが懸念される。 

 また、小規模自治体の算定実態からしても、年々

変動する状況は、近年重視される交付税の予見可能

性という点から大いに問題がある。 

 いずれの場合も需要項目の安定性、算定結果の予

見可能性という点から、現在、算定されていないが、

必要とされる自治体の政策、たとえば公共交通の確

保や社会保障の地方単独事業などの財政需要を見い

だし、既存の項目において算定していく方向を目指

すべきである。 

 

【参考文献】 

石原信雄『新地方財政調整制度論（新版）』ぎょうせい、

2016年 

古川卓萬『地方交付税制度の研究』敬文堂、1995年 

古川卓萬『地方交付税制度の研究Ⅱ』敬文堂、2005年 

岡本全勝『地方交付税 仕組と機能』大蔵省印刷局、

1996年 

地方財務協会「地方財政」2000～2015年各３・５・６・

９月号 

地方財務協会「地方交付税制度解説（単位費用編）」

2015年度 



 

－ 50 － 

＜資 料＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料）総務省ホームページ 
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 2. 格差是正と地方交付税 
     ― 都道府県を対象とした分析を踏まえて ―  

 

星 野 菜穂子 

 

  はじめに 

 

 近年、地域間格差への関心が高まり、地方財政制

度において各種是正措置が講じられている。このよ

うな状況下、本稿では、一般財源の地方団体間格差

を定量的に抽出し、そのなかでの地方交付税の位置

づけを確認する。また、現状の格差を、地方交付税

制度の財政調整の考え方にもとづき考察し、近年の

地方交付税の変容を格差是正の観点から検討する。

考察の対象は原則、東京都も含む都道府県とする。

地方交付税は東京都に対しては道府県および大都市

分
1の合算算定であるため、ある意味、東京特別区

も考察の対象として含むことになる。都道府県を対

象とすることの意義は、東京都および特別区も考察

の対象にして格差問題を論じることが可能になる点

にもある。 

 本稿の構成は以下のとおりである。まず１節で、

一般財源格差の推移と地方交付税の位置づけについ

て確認する。２節において、地方交付税の財政調整

がどのような考え方で行われているのか、その仕組

みにもとづき確認した上で、標準財政規模の格差の

推移、および留保財源と財源超過についても現状を

確認する。さらに３節において、近年の地方交付税

の変容を格差是正の観点から考察し、最後に現状の

課題について問題提起を行う。 

 

 

   一般財源格差の推移 

 
 はじめに一般財源の総額格差の推移をタイル尺度

を用いて確認する。図表１は、東京都を含む都道府

県を対象に、一般財源総額を地方税、普通交付税、

その他一般財源に分けて、タイル尺度とその構成要

素の寄与度をみたものである。 

 図表１によれば、一般財源総額でみた格差は、

2000年代に入り拡大傾向にあったが、2007、2008年

度をピークに縮小し、2011年度を底に再び拡大し始

めている。総額でみると、地方税の格差に対して普

通交付税が格差是正機能を発揮している姿となるが、

2007、2008年度をピークとした一般財源格差縮小に

は地方税の格差縮小が寄与している。これにはリー

マンショック以降の景気動向が反映したと考えられ

るほか、2008年度の地方法人特別税及び地方法人特

                                                                                                 

 特別区。 

 タイル尺度については本稿末参照。分析手法は高林（2005）、宮崎（2013）を参照した。 

 関口（2013）では、①法人事業税等の分割基準の変更、②地方交付税、③地方譲与税の拡充など、として３つに整

理されている。 

別譲与税創設といった制度的要因も影響したものと

捉えられる。同図には反映されていないものの、

2014年度に地方法人特別税の規模を概ね３分の１縮

小し法人事業税に復元させた一方で、法人住民税法

人税割の一部が地方交付税原資化されたことなども

一般財源総額の格差には影響をもたらすと考えられ

る。 

 このように財政調整の手法にはいくつかあり、

近年それが多様に用いられている傾向にある。本来、

地方の財政調整制度としては地方交付税が担うべき

ものであるが、格差は地方交付税制度においてどの

ような考え方の下に是正され、財政調整が図られて

いるのか、まず次節で整理しておくこととしたい。 
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      ＜図表１＞ 一般財源総額のタイル尺度寄与度分解（東京都含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (出所) 地方財務協会「地方財政統計年報」各年度版より作成。 

 

 

   地方交付税の財政調整の考え方 

 
－① 地方交付税制度の枠組み 

 ここでは地方交付税制度の格差是正、すなわち財

政調整機能について制度から考察する。日本の地方

交付税、とくに普通交付税は、財政需要と課税力の

双方を算定し、その差額を補てんすることにより財

源保障と財政力格差是正の同時達成を目指す制度で

ある。金澤（2003）では日本の財政調整制度は３つ

の日本的特質、すなわち①国土の地理的特徴による

地域間経済力格差の存在、②地方政府の負担が大き

いという政府間事務配分の特質、③福祉、教育等ナ

ショナル・ミニマム的な公共サービスにおいて地方

公共団体の担当部分が際立って大きいこと、を認識

すべきとしている。こうした条件の下で地方が公共

サービスのミニマム水準ないしスタンダード水準を

すべての国民に保障しようとすれば、財源保障機能

と一体となった財源調整機能をもつ地方財政調整制

度が不可欠の財政システムになるとする。このこと

は財政調整機能に関して、日本の普通交付税の財源

保障と財政調整の一体化は国の保障する行政サービ

スの一定水準にもとづいて財政調整が機能している

ものと理解される。 

 こうした考え方が制度にどのように具現化されて

いるのか、国が保障するマクロの保障とミクロの保

                                                                                                 

 ここでは簡略化のため特別交付税は捨象した。 

障に分けてみることにする。以下の図表２はこの概

念図を示したものである。まず地方財政計画（以下、

地財計画）は地方交付税の総額の根拠となる。地方

交付税は国税の一定割合であるが、地財計画の歳出

はマクロの標準的な財政需要を意味するため、そこ

に充当される特定財源を除く一般財源について、地

方交付税の国税の法定率分で不足する額で法定率の

引き上げで対応できないものは、その財源不足額を

国と地方の折半ルールで埋め合わせている。この地

方側の埋め合わせが臨時財政対策債の発行である。 

 こうして確保された地財計画の一般財源は、基準

財政需要額と留保財源、不交付団体の水準超経費に

対応する
。基準財政需要額は、交付団体において

は基準財政収入額で不足する額については普通交付

税で交付される。留保財源は標準税収入のうち基準

財政収入額を超える額に相当するが、地財計画歳入

の一般財源では確保されている。水準超経費は不交

付団体の標準を超える財源超過額であり、その地方

税収に相当する分は交付団体とは別枠で計上される。

これらの関係は、一般財源総額が変わらない場合に

は、留保財源や水準超経費が大きければ基準財政需

要額が相対的に圧縮されることを意味する点に留意

が必要である。 



－ 53 － 

      ＜図表２＞ マクロの保障およびミクロの保障と財政調整：概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (注) 地方譲与税、特別交付税を捨象。臨時財政対策債はマクロでは振替前で基準財政

需要額に含まれている。ミクロでは振替後で基準財政需要額と併せて掲載している。 

       (出所) 総務省資料より作成。 

 

 

 以上のような地財計画をつうじたマクロの保障は、

各団体ごとのミクロの保障に反映されることになる。

ミクロのレベルでは、各団体ごとに基準財政需要額

および基準財政収入額が算定され、基準財政需要額

（臨時財政対策債振替後）に基準財政収入額が満た

ない場合は普通交付税が交付される。したがって各

団体ごとに一般財源格差が生じたとしても、基準財

政需要額の算定をつうじ標準的な財政需要は保障さ

れているはずの制度ということになる。この考え方

を踏まえれば格差は標準的財政需要の差を反映した

ものであり、格差是正が必要との考え方は生じえな

いことになろう。この場合はまず、基準財政需要額

の算定をつうじ標準的財政需要が十分に保障されて

いるのかが論点となる。一方、図表２でみると地方

交付税制度の枠内で是正されない一般財源の格差も

ある。同図でも示されているとおり留保財源や財源

超過額である。標準税収入が大きいほど一般財源は

大きくなる。この点で団体ごとに格差が生じるがこ

れについては是正はされない。したがって地方交付

税制度における財政調整において、基準財政需要額

の算定によって標準的財政需要が保障されていると

いう前提に立てば、是正されない格差である留保財

源や財源超過をどのように考えるかということが格

差是正のもう一つの論点となろう。 

 

－② 標準財政規模でみた格差の推移 

 以上のような考え方にもとづいて、標準財政規模

の総額の格差の推移をみたのが図表３である。標準

財政規模とは地方公共団体の標準的な状態で通常収

入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの

で、標準税収入額等に普通交付税を加算した額であ

る
。臨時財政対策債の発行可能額も含まれる。 

  

                                                                                                 

 地方財政白書。 
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 標準財政規模の構成要素の寄与度とともに格差

の推移をみると（図表３左）、①標準財政規模は

2000年代に入り格差拡大していたが、2007、2008年

度をピークに格差縮小、再度2011年度には縮小に歯

止めがかかり拡大過程に入っていること、②格差寄

与のもっとも大きいのは基準財政収入額であり、普

通交付税は格差是正機能を果たしていること、③留

保財源は、基準財政収入額の格差寄与の増減に連動

して増減しており、2011年度以降格差寄与は増大傾

向にあることがわかる。さらに標準財政規模を留保

財源と基準財政需要額振替前に分けて格差寄与をみ

ると（図表３右）、留保財源は先述のとおりだが、

基準財政需要額振替前の格差寄与も2000年代以降に

拡大し、2007、2008年度をピークに縮小、2012年度

以降は拡大の過程をたどっている。格差への寄与率

をみると、2011年度以降留保財源の格差寄与率が増

大するなか、基準財政需要額振替前の寄与率は低下

する傾向にある。とはいえ寄与率自体は７割を超え

ており、過去と比較しても低い水準にあるわけでは

ない。すなわち、現在、留保財源の格差寄与は増大

している状況にあるが、標準財政規模の格差は基準

財政需要額振替前の寄与によるところがなお大きい

ということである。ただし総額格差であることへの

留意が必要なほか、今後は、消費税率引き上げ等地

方税収が増え基準財政収入額の格差が拡大すれば、

留保財源の格差寄与も増大していくことは想定され

る。 

 

－③ 留保財源と財源超過額 

 －①でも述べたとおり、留保財源および財源超

過額は地方交付税の算定をつうじて財源の均衡化が

行われない格差である。ここではそのことを踏まえ、

留保財源および財源超過額の格差の現状を確認する。

留保財源、および留保財源に財源超過を加えた額の

総額格差をみると（図表４左）、いずれも地方税収

の格差を上回り、留保財源よりも留保財源に財源超

過を加えた額の格差はさらに大きいことが確認され

る。また格差の推移をみると、とくに留保財源に財

源超過を加えた額の格差は、2000年代をつうじた拡

大傾向の後、2010、2011年度に縮小、その後再度拡

大をしている。ただし格差の水準自体は1990年代初

頭、2000年代半ば以降と比較して現状が必ずしも高 

  

   ＜図表３＞ 標準財政規模のタイル尺度寄与度（東京都含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   (注１) 東京都は道府県分と大都市分の合算。当初算定。 

   (注２) 標準財政規模と臨時財政対策債の関係については脚注を参照。 

   (注３) 留保財源は1997年度以降（東京都大都市分は2007年度以降）については標準財政収入等から基準

財政収入額を差し引いて算出。それ以前については基準財政収入額と基準税率の計算式で算出。 

   (出所) 総務省「地方交付税等関係計数資料」より作成。 

 

                                                                                                 

 標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額＝基準財政収入額＋留保財源＋普通交付

税＋臨時財政対策債。さらに留保財源＋基準財政需要額振替前にも分解が可能である。また臨時財政対策債発行可能

額が標準財政規模に含まれるようになったのは、2009年度以降であるが、臨時財政対策債が発行されたのは2001年度

以降であるため、図表３では2008年度以前についても臨時財政対策債発行可能額を加算した額を標準財政規模として

用いた。 
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いというわけではない。 

 次に財源超過についてみてみる。都道府県のうち

財源超過団体、すなわち不交付団体は、東京都のほ

か1990、1991年度は神奈川、愛知、大阪、1992年度

は愛知、大阪、2006～2008年度には愛知が加わって

いるが、2009年度以降は東京都のみとなっている。

このように東京都は一貫して不交付団体であるが、

道府県と大都市分の合算算定を行ったためであり、

2010～13年度までは東京都大都市分では財源超過で

あるものの道府県分は財源不足の状態であった。そ

の結果、留保財源と財源超過の合計額に東京都（合

算額）の占める割合は（図表４右）、2000年代以降

上昇し、2006～2009年度は1990年代初頭に並ぶ高水

準に達したが、2010年度には急低下している。リー

マンショックに伴う景気後退の影響があったとみら

れるほか、法人事業税が地方法人特別税に一部移行

した制度的影響も含んでいると考えられる。2011年

度を底に再度上昇傾向にあるが、水準としては2006

～2009年度を下回っている。 

 東京都の状況については道府県と大都市分に分け

て財政力指数をみると（図表５左）、道府県分は

2010年度に大きく落ち込み１を下回ったのに対し、

大都市分は同じく2010年度に落ち込みをみせたとは

いえ、その水準は、1990年代初頭とほぼ同水準であ

り少なくとも1990年代後半の水準は上回っている。

東京都の財政力指数の高さは、大都市分すなわち特

別区の高さが反映されているということでもある。

実際、市町村財源超過額に占める東京大都市分の割

合をみると（図表５右）、1990年代後半に上昇した

後、高水準での推移が続き2010年度以降さらにその

シェアを急激に高めている。この数値に統計上の要

因が影響している可能性も排除はできないが、近年、

1990年代初頭に比べ高水準の状況にはあるとみられ

る。 

 したがって以上から、留保財源と財源超過額の格

差は現状拡大傾向にあるものの、格差の水準自体は

過去に比べて高いというわけではないことが確認さ

れる。しかし東京都、なかでも大都市分の財政力は

高く、財源超過額に占める割合は1990年代以降の高

水準にあることが併せて確認される。 

 

   ＜図表４＞ 留保財源と財源超過額 

   総額（タイル尺度）              東京都（道府県分・大都市分合算額）の 
                          占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (注１) 東京都は合算算定（道府県分および大都市分）。留保財源および財源超過額は当初算定。 

   (注２) 留保財源は1997年度以降（東京都大都市分は2007年度以降）については標準財政収入等から基準

財政収入額を差し引いて算出。それ以前については基準財政収入額と基準税率の計算式で算出。 

   (出所) 総務省「地方交付税等関係計数資料」地方財務協会「地方財政統計年報」より作成。 
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   ＜図表５＞ 東京都の位置づけ 

   東京都の財政力指数              市町村財源超過額に占める 
                          東京大都市分の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (注) 再算定 

   (出所) 東京都「東京都普通交付税算定結果」     (出所) 地方財務協会「地方財務統計年報」 

      より作成。                     より作成。 

 

 

   近年の地方交付税の変容と格差是正 

 
 ここでは近年の地方交付税の変容の意味を格差是

正の観点から検討する。近年の地方交付税の変容は、

とくに普通交付税算定変化と交付税原資の変化にあ

らわれている。 

 

－① 普通交付税算定変化 

 2000年代以降、道府県の普通交付税の算定には主

に次のような変更が加えられている。まず基準財政

収入額に関して2003年度、基準税率が80％から市町

村と同じ75％に引き下げられた。換言すれば留保財

源率が引き上げられる変更が行われた。これは留保

財源率引き上げにより、税収確保努力へのインセン

ティブを高め、財源保障の範囲を縮小することに

よって各団体が自らの責任と財源によって対応する

部分を拡大させるという意図をもったものである。

他方、基準財政需要額に関しては2001年度以降、臨

                                                                                                 

 地財計画の歳出特別枠としては2008～2011年度「地方再生対策費」2009年度「地域雇用創出推進費」2010、2011年

度「地域活性化・雇用等対策費」2012～2015年度「地域経済基盤強化・雇用等対策費」がある。このほか2013年度、

給与削減額に見合った事業費として歳出特別枠に「緊急防災・減災事業費」「地域の元気づくり事業費」が計上され、

2014年度には「地域の元気づくり事業費」から「地域の元気創造事業費」への振替が行われ、2015年度には「まち・

ひと・しごと創生事業費」の計上も行われている。これらを受けて普通交付税算定の臨時費目としては、2008～2011

年度「地方再生対策費」2009年度「地域雇用創出推進費」2010年度「雇用対策・地域資源活用臨時特例費」2012～

2015年度「地域経済・雇用対策費」2013年度「地域の元気づくり推進費」2014、2015年度「地域の元気創造事業費」、

2015年度「人口減少等特別対策事業費」が計上された。 

時財政対策債の導入、2007年度以降、いわゆる新型

交付税の導入などの算定変化があった。また2008年

度以降は臨時費目での算定が導入され、その後定着

した経緯がある。これは地財計画に歳出特別枠とし

て計上された経費が、普通交付税算定では一部各費

目の単位費用に計上された以外に臨時費目として設

定され算定が行われたというものである2。 

 このような算定方法の変化が、一般財源格差に対

してどのような影響をもったのか検証を行った。た

だし、基準財政需要額に関しては、道府県と市町村

で行政費目が異なるため、合算算定が行われる東京

都を含む都道府県での検証は困難ということがある。

そこで基準財政需要額の算定変化の一般財源格差に

与える影響に関しては、東京都を含まない道府県を

対象とした分析を行った（図表６－２）。その前段

階として東京都を含む都道府県と含まない道府県と
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で一般財源格差を比較したのが図表６－１である。

同表によれば、両者の一般財源格差には違いがあり

東京都を含む都道府県が含まない道府県を上回る。

地方税収の格差寄与および普通交付税の格差是正寄

与は東京都を含むほうが大きいが、両者の動向に大

きな違いはない。この点を確認した上で、需要額算

定の中身については東京都を含まない道府県の算定

変化を中心にみていくことにする。 

 まず、基準財政収入額に関しては、格差動向は地

方税収とほぼ同じだが、収入額は普通交付税の算定

方式により差し引かれるため、差し引かれることに

よる格差是正機能が大きいことがわかる。また収入

額は上述のとおり2003年度に基準税率の変更が行わ

れている。図表６－１によれば、2003年度にウェイ

トが若干下がり格差寄与の低下（差し引かれると逆）

もみられている。しかしその後の景気拡大とともに 

 

＜図表６－１＞ 一般財源総額タイル尺度寄与度 
 

(注) 年度。基準財政需要額は臨時財政対策債振替後。 

(出所) 地方財務協会「地方財政統計年報」より作成。  

 東京都含む    東京都含まない  

 
一 般 

財 源 
地方税 

普 通 

交付税 
その他  

一 般

財 源
地方税

普 通

交付税

基 準

財 政

需要額

基 準 

財 政 

収入額 

収入額が

需要額を

上回る分

その他

 準タイル尺度    

2000 0.2918 0.5769 -0.1460 0.4354 0.1409 0.2733 -0.0056 0.1179 0.2774 0.0000 0.0246

2001 0.3116 0.6031 -0.1625 0.4634 0.1445 0.2792 -0.0121 0.1215 0.2794 0.0000 0.0225

2002 0.3120 0.6240 -0.1525 0.4707 0.1445 0.2841 -0.0019 0.1218 0.2763 0.0000 0.0339

2003 0.3151 0.6130 -0.1590 0.3997 0.1489 0.2869 -0.0087 0.1208 0.2834 0.0000 0.0768

2004 0.3418 0.6354 -0.1789 0.3178 0.1602 0.2970 -0.0185 0.1282 0.2938 0.0000 0.1407

2005 0.3630 0.6631 -0.1925 0.3101 0.1683 0.3052 -0.0238 0.1368 0.2941 0.0000 0.1856

2006 0.3865 0.6764 -0.2383 0.3833 0.1786 0.3173 -0.0609 0.1438 0.3069 0.9851 0.2524

2007 0.4089 0.6789 -0.2746 0.1865 0.1813 0.3254 -0.0858 0.1473 0.3237 1.0211 0.0522

2008 0.4028 0.6759 -0.2661 0.2068 0.1790 0.3223 -0.0797 0.1499 0.3218 0.9976 0.0989

2009 0.3651 0.6421 -0.1910 0.2868 0.1757 0.3070 -0.0246 0.1579 0.3079 0.0000 0.1810

2010 0.3470 0.6467 -0.1856 0.2498 0.1677 0.3047 -0.0258 0.1365 0.2981 0.0000 0.2031

2011 0.3295 0.6361 -0.1878 0.2199 0.1598 0.2936 -0.0345 0.1331 0.2911 0.0000 0.2157

2012 0.3437 0.6462 -0.1970 0.2806 0.1621 0.3003 -0.0364 0.1349 0.2929 0.0000 0.2044

2013 0.3648 0.6706 -0.2194 0.2835 0.1688 0.3118 -0.0497 0.1370 0.3010 0.0000 0.2071

 ウェイト    

2000 1.0000 0.5893 0.3905 0.0202 1.0000 0.5235 0.4591 0.8144 0.3553 0.0000 0.0174

2001 1.0000 0.6033 0.3772 0.0195 1.0000 0.5354 0.4480 0.8268 0.3783 0.0000 0.0167

2002 1.0000 0.5815 0.3977 0.0207 1.0000 0.5098 0.4724 0.8919 0.4080 0.0000 0.0178

2003 1.0000 0.5949 0.3786 0.0265 1.0000 0.5262 0.4496 0.8091 0.3579 0.0000 0.0243

2004 1.0000 0.6158 0.3454 0.0388 1.0000 0.5467 0.4143 0.7814 0.3671 0.0000 0.0390

2005 1.0000 0.6102 0.3233 0.0666 1.0000 0.5398 0.3910 0.7900 0.3990 0.0000 0.0692

2006 1.0000 0.6195 0.2870 0.0935 1.0000 0.5529 0.3501 0.7932 0.4440 0.0009 0.0970

2007 1.0000 0.7090 0.2748 0.0162 1.0000 0.6437 0.3392 0.8088 0.4733 0.0050 0.0172

2008 1.0000 0.7000 0.2799 0.0201 1.0000 0.6339 0.3446 0.8276 0.4883 0.0057 0.0215

2009 1.0000 0.6419 0.3135 0.0447 1.0000 0.5749 0.3783 0.8392 0.4602 0.0000 0.0468

2010 1.0000 0.6024 0.3260 0.0716 1.0000 0.5322 0.3908 0.7833 0.3926 0.0000 0.0771

2011 1.0000 0.5768 0.3198 0.1034 1.0000 0.5058 0.3809 0.7847 0.4037 0.0000 0.1133

2012 1.0000 0.5900 0.3194 0.0906 1.0000 0.5209 0.3832 0.7991 0.4159 0.0000 0.0959

2013 1.0000 0.6036 0.3030 0.0934 1.0000 0.5336 0.3668 0.7845 0.4177 0.0000 0.0996

 寄与度    

2000 0.2918 0.3400 -0.0570 0.0088 0.1409 0.1431 -0.0026 0.0960 0.0986 0.0000 0.0004

2001 0.3116 0.3639 -0.0613 0.0090 0.1445 0.1495 -0.0054 0.1004 0.1057 0.0000 0.0004

2002 0.3120 0.3629 -0.0607 0.0098 0.1445 0.1448 -0.0009 0.1086 0.1127 0.0000 0.0006

2003 0.3151 0.3647 -0.0602 0.0106 0.1489 0.1509 -0.0039 0.0977 0.1015 0.0000 0.0019

2004 0.3418 0.3913 -0.0618 0.0123 0.1602 0.1624 -0.0077 0.1002 0.1079 0.0000 0.0055

2005 0.3630 0.4046 -0.0622 0.0207 0.1683 0.1648 -0.0093 0.1081 0.1173 0.0000 0.0128

2006 0.3865 0.4191 -0.0684 0.0358 0.1786 0.1754 -0.0213 0.1141 0.1363 0.0009 0.0245

2007 0.4089 0.4813 -0.0755 0.0030 0.1813 0.2095 -0.0291 0.1191 0.1532 0.0051 0.0009

2008 0.4028 0.4731 -0.0745 0.0042 0.1790 0.2043 -0.0275 0.1240 0.1571 0.0057 0.0021

2009 0.3651 0.4122 -0.0599 0.0128 0.1757 0.1765 -0.0093 0.1325 0.1417 0.0000 0.0085

2010 0.3470 0.3896 -0.0605 0.0179 0.1677 0.1621 -0.0101 0.1069 0.1170 0.0000 0.0156

2011 0.3295 0.3669 -0.0601 0.0227 0.1598 0.1485 -0.0131 0.1044 0.1175 0.0000 0.0244

2012 0.3437 0.3813 -0.0629 0.0254 0.1621 0.1564 -0.0140 0.1078 0.1218 0.0000 0.0196

2013 0.3648 0.4048 -0.0665 0.0265 0.1688 0.1664 -0.0182 0.1075 0.1257 0.0000 0.0206
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＜図表６－２＞ 費目別基準財政需要額の一般財源総額タイル尺度寄与度(東京都含まない) 
 

(注１) 年度。基準財政需要額は臨時財政対策債振替前。図表６－１の基準財政需要額（振替後）とは異なる。基準財

政需要額はＡ～Ｉまでの合計額となる。 

(注２) 地方再生対策費等は、各年度の普通交付税算定の臨時費目の合計を表している。 

(出所) 総務省「地方交付税等関係計数資料」地方財務協会「地方財政統計年報」より作成。 

 

収入額の格差寄与は拡大（差し引かれると逆）して

おり、基準税率変更による目立った格差への影響は

確認されない。また基準税率変更によって基準財政

需要額の範囲が縮小されたことについては、確かに

2003年度に基準財政需要額のウェイト低下がおきて

いる。しかし同年度は臨時財政対策債発行可能額も

増大しているためその影響については必ずしも明確

ではない。 

 他方、基準財政需要額についてみると、まず図表

６－１で、一般財源格差に対しての寄与が2009年度

まで増大しその後低下していることが確認される。

準タイル尺度でも同様の傾向があるほか、寄与低下

についてはウェイトが低下していることも要因と

なっている。この点は後で述べる。次に図表６－２

において、道府県を対象に需要額を行政費目別に分

け、それぞれの費目が一般財源格差にどのように影

響する算定であったかをみている。需要額算定は、

2007年度にいわゆる新型交付税の導入等、算定方法

                                                                                                 

 小学校費、中学校費、高等学校費、特別支援学校費、その他教育費が含まれる。 

 生活保護費、社会福祉費、衛生費、高齢者保健福祉費、労働費が含まれる。 

の変化がおきたため、同表は2007年度以降を対象と

している。またここでの基準財政需要額は、臨時財

政対策債振替前である点で図表６－１とは異なるこ

とに留意する必要がある。同表によって明らかと

なった特徴は以下のとおりである。 

 第１に、格差拡大寄与の大きい費目に教育費、

厚生労働費、警察費がある。これらは人口規模の

大きい団体に財政需要の多く生じる経費であるため

総額でみた格差は大きくなる。準タイル尺度でみる

と、警察費、教育費が大きい。厚生労働費は、それ

ら２経費に比べると準タイル尺度は小さいが、近年、

財政需要が社会保障関係にシフトしていることから

ウェイトが高まってきており、寄与度では急速に増

大してきていることが特徴的である。 

 第２に、公債費は、上記３費目に比べれば小さい

とはいえ、それらに次ぐ総額格差への寄与の大きい

費目である。公債費を臨時財政対策債償還費とその

他の公債費に分けると、その他公債費の格差寄与が

 
一 般 
財 源 警察費 土木費 教育費

厚 生 
労働費 

産 業 
経済費 総務費

地 方
再 生
対策費
等 

公債費

うち臨
時財政
対策費
償還費

う ち
その他

包 括
算 定
経 費

基 準 
財 政 
需要額 

臨 時 
財 政 
対策費 

基 準 
財 政 
収入額 

収入額
が需要
額を上
回る分

普 通
交付税

  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ   Ｉ      

 準タイル尺度                

2007 0.1813 0.2861 0.0113 0.1965 0.1546 -0.0414 0.0089 0.1403 0.0726 0.1531 0.0458 0.1442 0.0950 0.3237 1.0211 -0.0858

2008 0.1790 0.2860 0.0175 0.1993 0.1557 -0.0360 0.0195 -0.1275 0.1387 0.0794 0.1538 0.0483 0.1459 0.0960 0.3218 0.9976 -0.0797

2009 0.1757 0.2769 0.0259 0.2020 0.1578 -0.0264 0.0305 -0.0458 0.1464 0.0815 0.1663 0.0498 0.1488 0.0953 0.3079 0.0000 -0.0246

2010 0.1677 0.2749 0.0305 0.2033 0.1625 -0.0218 0.0019 -0.0312 0.1520 0.0865 0.1762 0.0545 0.1491 0.1956 0.2981 0.0000 -0.0258

2011 0.1598 0.2647 0.0274 0.2007 0.1608 -0.0155 -0.0049 -0.0307 0.1465 0.0909 0.1706 0.0571 0.1477 0.2175 0.2911 0.0000 -0.0345

2012 0.1621 0.2690 0.0239 0.2056 0.1699 -0.0160 0.0072 -0.0332 0.1499 0.0990 0.1752 0.0583 0.1530 0.2405 0.2929 0.0000 -0.0364

2013 0.1688 0.2756 0.0161 0.2109 0.1783 -0.0204 0.0016 0.0699 0.1498 0.1037 0.1767 0.0563 0.1565 0.2475 0.3010 0.0000 -0.0497

 ウェイト        

2007 1.0000 0.0776 0.0628 0.2929 0.1707 0.0350 0.0473 0.1091 0.0173 0.0918 0.0649 0.8604 0.0517 0.4733 0.0050 0.3392

2008 1.0000 0.0791 0.0612 0.2991 0.1849 0.0343 0.0465 0.0063 0.1160 0.0234 0.0926 0.0644 0.8920 0.0644 0.4883 0.0057 0.3446

2009 1.0000 0.0861 0.0638 0.3275 0.2086 0.0370 0.0459 0.0181 0.1262 0.0297 0.0965 0.0679 0.9811 0.1418 0.4602 0.0000 0.3783

2010 1.0000 0.0846 0.0600 0.3276 0.2174 0.0380 0.0506 0.0222 0.1234 0.0332 0.0903 0.0703 0.9942 0.2108 0.3926 0.0000 0.3908

2011 1.0000 0.0790 0.0553 0.3090 0.2189 0.0354 0.0472 0.0142 0.1214 0.0367 0.0847 0.0681 0.9485 0.1637 0.4037 0.0000 0.3809

2012 1.0000 0.0791 0.0542 0.3033 0.2386 0.0347 0.0467 0.0141 0.1253 0.0416 0.0837 0.0682 0.9641 0.1650 0.4159 0.0000 0.3832

2013 1.0000 0.0738 0.0524 0.2864 0.2423 0.0331 0.0457 0.0218 0.1299 0.0478 0.0821 0.0663 0.9518 0.1672 0.4177 0.0000 0.3668

 寄与度        

2007 0.1813 0.0222 0.0007 0.0576 0.0264 -0.0014 0.0004 0.0153 0.0013 0.0141 0.0030 0.1241 0.0049 0.1532 0.0051 -0.0291

2008 0.1790 0.0226 0.0011 0.0596 0.0288 -0.0012 0.0009 -0.0008 0.0161 0.0019 0.0142 0.0031 0.1302 0.0062 0.1571 0.0057 -0.0275

2009 0.1757 0.0238 0.0017 0.0662 0.0329 -0.0010 0.0014 -0.0008 0.0185 0.0024 0.0160 0.0034 0.1460 0.0135 0.1417 0.0000 -0.0093

2010 0.1677 0.0233 0.0018 0.0666 0.0353 -0.0008 0.0001 -0.0007 0.0188 0.0029 0.0159 0.0038 0.1482 0.0412 0.1170 0.0000 -0.0101

2011 0.1598 0.0209 0.0015 0.0620 0.0352 -0.0005 -0.0002 -0.0004 0.0178 0.0033 0.0145 0.0039 0.1401 0.0356 0.1175 0.0000 -0.0131

2012 0.1621 0.0213 0.0013 0.0624 0.0405 -0.0006 0.0003 -0.0005 0.0188 0.0041 0.0147 0.0040 0.1475 0.0397 0.1218 0.0000 -0.0140

2013 0.1688 0.0203 0.0008 0.0604 0.0432 -0.0007 0.0001 0.0015 0.0195 0.0050 0.0145 0.0037 0.1489 0.0414 0.1257 0.0000 -0.0182
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上回るものの、2007年度以降臨時財政対策債償還費

はウェイト増大とともに寄与が高まっている。 

 第３に、土木費や包括算定経費は総額格差に対

しては寄与の小さい費目であり、産業経済費、地

方再生対策費等は総額格差の是正に寄与している。

とくに臨時費目である地方再生対策費等をみると、

準タイル尺度が2013年度にわずかなプラスとなって

いるが、それまでは産業経済費と比較してもマイナ

ス幅は大きく、総額格差是正に大きく寄与する可能

性のあることがうかがえる。ただし産業経済費、土

木費、包括算定経費ほどにはウェイトが高くないこ

とから、全体への格差是正寄与は小さくなっている。

逆にいえば、地方再生対策費等として示した臨時費

目にみられる算定は、ウェイトを高めれば総額格差

に対して格差是正機能を果たしうる算定方法という

ことになる。公共投資の削減や第一次産業の縮小と

いった経済社会の構造変化の下、産業経済費、ある

いは土木費などの費目のウェイトは低下しつつある。

その中で、新たに格差是正機能をもつ費目として地

方再生対策費等、すなわち臨時費目による算定方法

がその役割を担っているとみることもできよう。 

 第４に、臨時財政対策債発行可能額は、準タイル

尺度が2010年度以降上昇する変化がみられている。

ウェイトも2010年度に上昇し、その後やや低下する

が2009年度以前と比較すると高い状態が続いている。

これらの結果、2010年度以降の総額格差への寄与は

高まっている。臨時財政対策債の算定方法には、

2010年度以降変化が生じている。人口基礎方式に加

え財源不足額基礎方式の導入が行われ、2013年度に

は財源不足額基礎方式に完全移行している。財政力

の弱い地方団体に配慮し財源調整機能を強化する観

点から導入されたものである。また臨時財政対策債

発行可能額は2010年度に財源不足額が巨額になった

ことにともない、発行可能額が７兆円を超えている。

その後も縮小したとはいえ、2013年度までは６兆円

を超える水準にあったことがウェイト増に反映され

ている。こうして臨時財政対策債の総額格差寄与が

                                                                                                 

 道路橋りょう費、河川費、港湾費、その他土木費が含まれる。 

 農業行政費、林野行政費、水産行政費、商工行政費が含まれる。 

 臨時費目は合計し「地方再生対策費等」とした。内容については脚注を参照されたい。 

 この点は市町村を対象にではあるが星野（2013）でも指摘している。 

 星野（2013）。 

高まっている。 

 しかし臨時財政対策債は基準財政需要額から振り

替えられる。したがって臨時財政対策債の総額格差

寄与が高まっているということは、振替前基準財政

需要額（図表６－２）の格差寄与が増大するなか、

臨時財政対策債が差し引かれることの格差是正機能

は強まっていることを意味している。振替後基準財

政需要額（図表６－１）では、2010年度以降、格差

寄与が低下してきていたが、同年度以降、臨時財政

対策債をつうじた財政調整機能が強化されているこ

との反映という見方もできる
。 

 以上から、2007年度以降の普通交付税の算定変化

は格差に対して次のような意味をもったと整理でき

る。すなわち、近年、財政需要が社会保障関係経費

にシフトしていく構造変化の下で、基準財政需要額

の算定が総額格差増大への寄与を強めつつある。こ

うしたなか需要額算定において、地方再生対策費等

の臨時費目をつうじた算定、臨時財政対策債による

振替が、格差是正の役割を果たしているということ

である。ただしこれらは必ずしも財政需要にもとづ

かないものであり、従来の個別経費の算定とは性格

を異にするものである。このような算定方法により

財政調整を図ることは地方交付税の考え方に照らし

て問題も指摘できる
。 

 

－② 地方交付税原資の変容 

 ここでは地方交付税原資の変容をとりあげる。

1990年代以降、地方交付税率は図表７のとおり変更

されてきた。とくに近年の原資の変容は、2014、

2015年度の地方法人税の創設と原資化に特徴的であ

る。 

 このような動きは、地方税の税収格差、とくに地

方法人課税の改革とも深く関わっている。まず、

2008年度に地方法人特別税、地方法人特別譲与税が

創設された。これは図表１にも示されているとおり、

2007年度にかけて地方法人二税を中心に地方税収格

差が広がったこと、また三位一体改革をつうじて財
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    ＜図表７＞ 地方交付税率及び対象税目の変遷（1990年度以降、％） 
 

改正年度 所得税 法人税 酒 税 消費税 たばこ税 地方法人税

90～96 32 32 32 24 25  

97～98    29.5   

99  32.5     

00～06  35.8     

07～13  34     

14    22.3  全額 

15 33.1 33.1 50  除外 全額 

    (出所) 地方交付税制度研究会編「平成27年度地方交付税のあらまし」。 

 

政力の地域間格差に課題を残したことなどもあって、

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの

暫定措置として導入された。法人事業税（所得割・

収入割）の一部を分離し、国税として地方法人特別

税が創設されている。その地方法人特別税の税収は、

都道府県に地方法人特別譲与税として譲与され、人

口１/２、従業者数１/２で配分されることで、地方

税の偏在是正を図る措置がとられた。 

 その後、2014年度の地方消費税率引き上げ時に、

抜本的改革までの暫定措置とされていた地方法人特

別税が縮減され、法人事業税へ一部戻されることに

なった。しかし、地方消費税率を引き上げ、法人事

業税への復元が起きるとさらに税収偏在が生じるこ

とから、法人事業税への一部復元とともに、法人住

民税法人税割の一部を国税とする地方法人税が創設

されたものである。この地方法人税は全額地方交付

税原資に直接繰り入れられることになった。さらに

2015年度は、引き続き地方法人税は全額地方交付税

原資に繰り入れられる措置のほか、「交付税原資の

安定性の向上・充実を図るための法定率の見直し」

として新たにそれ以外の対象税目の地方交付税率の

変更も行われた（図表７）。 

 この変更は次のような考え方にもとづいている
。

①地方法人税の創設（法人住民税法人税割の一部交

付税原資化）により、景気変動に左右されやすい法

人関係税のシェアが拡大することから、法人関係税

のシェアを引き下げ、相対的に安定的な所得税の

シェアを引き上げることにより、交付税原資の安定

性を向上させること、②酒税とたばこ税について、

現状、たばこにより大きく依存する地方税財源を、

                                                                                                 

 以下は前田（2015）、pp.75－76を参照。 

酒・たばこにバランスよく配分し、今回の見直しに

より、酒・たばこについて、その税収規模の各々

50％が地方税源として確保され、安定性を高めるこ

と、③地方財政において巨額の財源不足が継続して

いることに鑑み、今回の見直しによって2015年度予

算ベースで900億円の増収効果が期待されるように、

交付税原資を充実すること等である。確かに毎年の

懸案であった法定率の見直しが実現されたことには

一定の評価も与えられようが、「交付税原資の安定

性」の内容についてはいくつかの疑問も残る。具体

的には、酒・たばこ税に限ったバランスにどれだけ

意味があるのかということ、今回の見直しで900億

円の増収効果をともなうことによる「充実」はなお

残る巨額の財源不足を前にして違和感があるという

こと等である。さらに「安定性」向上の名の下に、

地方法人税の原資化と引き替えに法人税シェアを引

き下げ、所得税率を引き上げた措置は、偏在性のあ

る税を原資化して是正措置を図ったこととの整合性

等、元々地方税である法人住民税が原資化されたこ

とを理由に国税である法人税が原資から除かれるこ

とを「安定性」で正当化できるのかといったこと等

である。 

 こうした交付税率の変更は重要ではあるが、格差

是正の視点から以下では地方法人税創設とその交付

税原資化に焦点を当てて述べていく。今回の措置は、

国・地方をつうじた法人実効税率の引き下げ、法人

事業税の外形標準課税の拡大が併せて行われている

ことからすれば、地方法人課税を含む税収の偏在と

その是正措置という広い枠組みで捉える必要もある。

この点からは、法人住民税については一部国税化さ
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れた地方法人税がすべて交付税原資化されるのに対

し、法人事業税は地方法人特別税からの復元の後、

外形標準が拡大されたことなど、２つの地方法人課

税に従来にない考え方の違いが表れていることも注

目される。結果としてその格差是正の方法に違いが

生じているとの見方もありうるだろう。 

 また地方交付税制度の財政調整機能に限定すれば

以下についても特筆される。まず、これまでの地方

法人特別税をつうじた是正措置は、法人事業税とい

う都道府県対象の措置であったものが、地方法人税

をつうじ法人住民税という市町村も対象に加えた是

正措置となっている。是正措置の対象が地方団体全

体に広げられていることになる。こうした一連の措

置に対しては「暫定的な地方法人特別税・地方法人

特別譲与税による財政調整からあるべき地方交付税

による財政調整へと変更がなされたと考えられる｣


との見方もある。ただし2016年度税制改正では、地

方法人特別税・地方法人特別譲与税を廃止し法人事

業税に復元したことにともない、法人事業税交付金

が創設されるなど必ずしも地方交付税による財政調

整のみが機能しているわけではない。 

 さらに地方交付税制度の財政調整機能の観点から

は次のような重要な問題もある。というのも、そも

そも地方交付税による財政調整は、財源保障と財政

調整が一体化した下で機能している制度であった。

これには－①で述べたとおり、地方政府の負担が

大きいという政府間事務配分の特質、福祉、教育等

ナショナル・ミニマム的な公共サービスにおいて地

方公共団体の担当部分が際立って大きいことなどが

背後にあると考えられる。このような中で法人住民

税を一部原資化することはいわば実質的な「水平調

整」を意味するものであり、地方団体がナショナ

ル・ミニマムの多くを担う政府間財政関係の特質を

踏まえれば、国が保障するという地方交付税の財源

保障の考え方を大きく変えるものになっているとい

うことである。地方交付税制度の変容と意味づけら

れるものであろう。保障の考え方にもとづけば、国

税を拡充して原資とすることがふさわしい。 

 一方で、法人住民税は偏在性の高い税であること

から、これを原資化することは格差是正の役割を果

たすことになる。本稿でも検討を加えた交付税制度

の枠内では是正されない留保財源、財源超過の格差

是正に寄与するものになりうるということである。

とくに法人住民税は東京特別区にとっては都区財政

調整制度の原資となっていることから、法人住民税

を一部原資化する方向性は特別区の財源超過の是正

につながるとみられる。したがって、現状の交付税

原資化をつうじた格差是正措置を評価するにあたっ

ては、これまで交付税制度の枠内では財政調整され

なかった留保財源や財源超過の格差是正を積極的に

行うべき理由や論拠があるかどうかも一つ論点にな

りうると思われる。 

 

 

  むすびにかえて 

 
 本稿においては、都道府県を対象に一般財源の地

方団体間格差を定量的に検証し、現状の格差を地方

交付税制度の財政調整の考え方にもとづき考察した。

近年の地方交付税制度の変容についても格差是正の

観点より検討を加えた。 

 まず一般財源格差は現状では拡大傾向が確認され

るが、1990年代初頭と比べ水準が高いわけではない。

またこの格差は、地方交付税制度の財政調整の考え

方にもとづけば、標準的な財政需要としての基準財

政需要は確保されているはずの格差である。一方で

                                                                                                 

 堀場（2015）、p.41。 

是正されない格差として留保財源、財源超過の存在

がある。留保財源も拡大傾向にあり、財源超過につ

いては、東京都大都市分、すなわち東京特別区への

集中度が高いことも確認された。これらの検証結果

にもとづけば次のような課題が提起されたと考えら

れる。 

 第１の論点として、更なる消費税率引き上げを前

提とすれば留保財源の格差も拡大すると見込まれる

ことから、この格差が容認されるのか、あるいは容

認できないとすればどのような論拠がありうるのか
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ということがある。単純に格差水準のみでは格差是

正の積極的論拠とすることは難しい。ありうる論拠

を考えると次のようなことが挙げられよう。一つに

は、一般財源総額が増えないなかでの留保財源や財

源超過の存在は交付団体の基準財政需要総額を抑え

るということがある。現実的な問題として一般財源

の配分にかかわるということである。もう一つは、

留保財源で賄う財政需要との関連である。かつては

「留保財源は、地方団体が地域の実態等に即した自

主的・主体的な地域づくり等、基準財政需要額に算

入されない独自の施策を進めていくための財源とな

るべきもの｣
との位置づけであった。だが近年は財

政需要の構造変化にともない社会保障関連の経費を

賄う財源という性格をもち、基準財政需要額に算入

されなかった経費の財源に変化してきている可能性

も指摘できる。いわば社会保障の単独事業の財源と

いうことであり、それがナショナル・ミニマムに近

い性格の経費という場合、その格差が容認される

かどうかということが問題および課題となりえよう。 

 第２の論点として基準財政需要額の算定の問題が

ある。留保財源の格差は拡大傾向にあるが、標準財

政規模の格差の大半は基準財政需要額によるもので

ある。総額の格差であることに一定の留意は必要だ

が、財政需要自体に投資的経費から社会保障関係経

費へのシフトという構造変化が生じており、これが

基準財政需要額の総額格差の拡大傾向につながって

いる。このような状況下、臨時財政対策債や臨時費

目をつうじた算定が格差是正の役割を担っている。

しかしこれらの算定は、実態としての財政需要を反

映したものとはいえず配分のための算定との意味合

いが濃い。一方で税収が乏しく留保財源もわずかの

団体では、社会保障単独事業の算定として機能して

いる可能性もある。臨時費目をつうじた算定につい

ては、上述のような財政需要の構造変化のなかでこ

うした算定方法の評価が問われているものと考えら

れる。いずれにせよ需要額算定は標準的財政需要が

保障されているのか常に問われており、この観点か

ら、どのような財政需要をみるべきかを検討する視

点が必要であろう。これは小規模団体のみならず、

大都市についても、広く検討されるべきであろう。 

 第３の論点として財政調整制度の原資のあり方が

ある。地方法人税の創設とその交付税原資化は、地

方の財源保障の観点からは重大な問題がある。しか

し交付税制度によっては是正されない留保財源や財

源超過の格差是正の手段にはなりうると考えられる。

とくに財源超過は東京特別区に集中しているとみら

れる。これについて東京都は大都市需要の存在と算

定技術上の問題を挙げている
。すなわち留保財源

等は大都市需要を賄う財源として機能しているもの

であること、また財源超過は算定技術上生じたもの

であり実態とは乖離しているということである。従

来、東京都および特別区は不交付団体であったこと

から交付税をつうじた財政調整の枠外として議論さ

れることも多かった。しかし東京都および特別区と

の格差をどのように考えるかということが、国の財

政状況が厳しいなか原資のあり方をめぐり課題に

なってきていると考えられる。 

 このようにみてくると、近年の地方交付税の財政

調整機能には、国の財政状況が厳しく十分な財源保

障が期待しにくくなっていること、それとともに財

政需要が社会保障関係経費に大きくシフトしている

ことが、少なからぬ影響を与えていると示唆される

ものになっている。 

 

分析手法 

ある変数 , , ⋯ , 		があるときタイル尺度は次のように表される。 はサンプル数	

log ∑ log
1

log     si
∑

 

一般財源を次の構成要素に分解する。 

Gi Ti Zi Oi     

                                                                                                 

 兵谷ほか（1999）、p.288。 

 星野（2012）。 

 東京都財務局「今回の算定結果に対する都の考え方」報道資料、2014年７月など。 
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Gi：一般財源 Ti：地方税 Zi：普通交付税 Oi：その他一般財源 

これらの変数のシェアは次のように表される。 

SGi
∑

	STi
∑

SZi
∑

SOi
∑

 

各変数の平均値を 、 、 、 とすると、  

一般財源に対するタイル尺度は 

1 SGi SGi
 

1 STi SZi SOi SGi
 

 

 

 

また普通交付税の算定式にもとづくと、普通交付税Ziはさらに以下のように分解が可能。 

 

Zi (SFD1i SFD2i SFD3i SFD4i SFD5i SFD6i SFD7i SFD8i SFD9i-SFD10i)-SFRi 

ただし 

(SFD1i SFD2i SFD3i SFD4i SFD5i SFD6i SFD7i SFD8i SFD9i-SFD10i)-SFRi 0 

のときはZi 0 

 

SFD1i：基準財政需要額（警察費）、SFD2i：同（土木費）、SFD3i：同（教育費）、SFD4i：同（厚生労働

費）、SFD5i：同（産業経済費）、SFD6i：同（総務費）、SFD7i：同（地方再生対策費等）、SFD8i：同

（公債費）、SFD9i：同（包括算定経費）、SFD10i：同（臨時財政対策債）。地方再生対策費等は臨時費目

の合計。 

SFRi：基準財政収入額 
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 3. 2000年以降における地方交付税制度の財政調整機能に関する分析 
 

宮 﨑 雅 人 

 

   はじめに 

 

 本稿では、拙稿（2013）と同様の手法により、市

町村における普通交付税の財政調整機能について、

一般財源のタイル尺度の要因分解によって明らかに

し、2000年以降に地方交付税制度に生じた変化につ

いて検討する。 

 交付税算定に関して、2000年代の前半には、補正

係数の単位費用化（1999～2001年度）、補正係数の

削減、段階補正の見直し、事業費補正の見直し

（2002年度）が行われ、臨時財政対策債（以下、臨

財債）が大きな役割を果たすこととなった。また、

半ば以降になると基準財政需要額算定において、従

来の「経常経費」と「投資的経費」の区分が廃止さ

れ、「個別算定経費」と「包括算定経費」という区

分への変更（2007年度）や、数多くの臨時費目が計

上されるようになった。 

 こうした交付税算定における大きな制度変更が、

市町村レベルで普通交付税の財政調整機能に対して

どのような影響を与えたのかについては、必ずしも

明らかにされていない。また、これらの制度変更以

外の要因が普通交付税の財政調整機能を変化させた

のかという点についても、特に検証は行われていな

い。そこで、本稿においてはタイル尺度を用いてこ

うした点について検討を行う。この期間における都

道府県レベルの分析には星野（2016）があるが、本

稿の分析により市町村レベルの普通交付税算定の変

化について明らかにされる。 

 

 

   全国市町村の分析 

 

 一般財源を「地方税＋地方消費税交付金＋地方譲

与税＋普通交付税＋特別交付税＋地方特例交付金」

としてタイル尺度を算出した。なお、タイル尺度の

算出に当たっては、１人当たり額ではなく、総額を

用いている。また、市町村合併が市町村間の格差に

与える影響を考慮して、河原（2015）を参考に2014

年度時点の市町村を基準に2000～2014年度の市町村

データを調整した

。 

 表１は一般財源のタイル尺度を示したものである。

この表から読み取ることができるように、市町村合

併の影響を考慮した場合、2006年度に一般財源の市

町村間格差は2000年度以降で最も大きくなっている。

この頃、地域間格差の問題がメディアなどで大きく

取り上げられていたが、この結果は当時の人々の感

覚を裏づけるものとなっているといえよう。その後、

                                                                                                 

 旧山梨県上九一色村は南北に分割され、北部の二地区が甲府市と、南部の三地区が富士河口湖町とそれぞれ合併し

たが、村税や交付税などについては地区の人口比に基づいて、甲府市：富士河口湖町＝0.23：0.77の形で分割した。 

2007年度には減少に転じ、2010年度以降、それほど

大きな変動は見られない。 

 次に、一般財源を先述の構成要素へと分解し、タ

イル尺度を算出した。表２は全国の市町村の一般財

源について、2014年度時点の市町村を基準にした調

整を行う前のタイル尺度の寄与度分解を行った結果

を、表３は調整を行った後のそれをまとめたもので

ある。 

 表２および表３の比較から明らかなように、市町

村合併の影響を考慮した場合、寄与度そのものは小

さくなるが、地方税の市町村間格差は2000年度から

2007年度にかけて大きくなっている。調整前のタイ

ル尺度では、市町村合併の影響によって格差は小さ

くなっていたように見えるが、市町村合併の影響を

考慮すると、むしろ格差は大きくなっていたといえ 
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 表１ 全国市町村の一般財源のタイル尺度 

 
  調整前 調整後 差 

2000年度 1.1254 0.9160 0.2094

2001年度 1.1450 0.9249 0.2201

2002年度 1.1596 0.9345 0.2250

2003年度 1.1730 0.9473 0.2258

2004年度 1.1090 0.9507 0.1583

2005年度 0.9731 0.9511 0.0219

2006年度 0.9726 0.9538 0.0188

2007年度 0.9588 0.9432 0.0157

2008年度 0.9484 0.9372 0.0112

2009年度 0.9250 0.9247 0.0003

2010年度 0.9046 0.9043 0.0002

2011年度 0.9063 0.9062 0.0001

2012年度 0.9061 0.9059 0.0001

2013年度 0.9070 0.9069 0.0001

2014年度 0.9184 0.9184 0.0000

 

る。また、2006～2008年度において普通交付税の寄

与度が小さくなり、その後また大きくなっている。

したがって、普通交付税は寄与度が正という意味で

は市町村間の財政調整効果は大きくなかったものの、

2000年代後半に一時的に総額格差拡大効果は低下し

たといえる。さらに、寄与度は他と比べて大きくは

ないものの、特別交付税のみ寄与度がマイナスと

なっており、若干の財政調整効果を発揮している。

特に2007年度から2009年度にかけてと2013年度以降、

相対的にその効果は大きくなっていることがわかる。 

 さらに、2000年代後半以降の普通交付税の総額格

差拡大効果低下の要因を明らかにするため、普通交

付税を基準財政需要額と基準財政収入額という構成

要素に分解し

、タイル尺度を算出してみよう。表

４は2014年度時点の市町村を基準にした調整を行う

前のタイル尺度の寄与度分解を行った結果を、表５

は調整を行った後のそれをまとめたものである

。 

 表４および表５から、市町村合併の影響を考慮し

た場合、2005年度以降に基準財政需要額の寄与度が

小さくなる中で、基準財政収入額の寄与度が大きく

なっていたことを読み取ることができる。基準財政

収入額を基準財政需要額から差し引いてタイル尺度

を算出することになるため、基準財政収入額の寄与

度が大きくなればなるほど総額格差拡大効果は小さ

くなる。特に2006～2008年度において、その差は小

さくなっており、先に見た総額格差拡大効果の低下

は、基準財政収入額が寄与していたといえる。 

  

                                                                                                 

 基準財政需要額と基準財政収入額は、一本算定の額を用いている。 

 普通交付税の不交付団体で、基準財政収入額が基準財政需要額を上回った部分については「収入額が需要額を上回

る額」としている。また、合併市町村で「普通交付税－基準財政需要額－基準財政収入額」が正の値である場合、

「合併算定替」としている。なお、普通交付税＝基準財政需要額－基準財政収入額となっていない市町村については、

基準財政需要額を加減する形で調整を行った。 



－ 66 － 

 表２ 全国市町村の一般財源のタイル尺度の分解（調整前） 

 

 
地方税 地方消費税交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.5865 1.6338 0.9582 0.0387 1.3969 0.0541

2001年度 0.6022 1.6393 0.9871 0.0385 1.4058 0.0542

2002年度 0.6122 1.6360 1.0016 0.0351 1.4069 0.0494

2003年度 0.6155 1.6307 1.0037 0.0408 1.3926 0.0569

2004年度 0.6166 1.4968 0.9229 0.0455 1.2855 0.0584

2005年度 0.6185 1.2951 0.8011 0.0412 1.1167 0.0461

2006年度 0.6253 1.3001 0.8129 0.0426 1.1268 0.0479

2007年度 0.6773 1.2774 0.8652 0.0423 1.1278 0.0477

2008年度 0.6711 1.2702 0.8525 0.0392 1.1250 0.0441

2009年度 0.6515 1.2552 0.8177 0.0420 1.1127 0.0467

2010年度 0.6306 1.2512 0.7890 0.0411 1.1099 0.0456

2011年度 0.6251 1.2577 0.7861 0.0404 1.1230 0.0454

2012年度 0.6289 1.2598 0.7923 0.0409 1.1305 0.0462

2013年度 0.6354 1.2629 0.8024 0.0405 1.1309 0.0458

2014年度 0.6399 1.2719 0.8138 0.0485 1.1215 0.0543

 
地方譲与税 普通交付税 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0160 0.8386 0.0134 0.3014 0.2234 0.0673

2001年度 0.0165 0.8443 0.0139 0.2862 0.1975 0.0565

2002年度 0.0172 0.8419 0.0145 0.2781 0.2149 0.0598

2003年度 0.0188 0.8258 0.0155 0.2683 0.2397 0.0643

2004年度 0.0273 0.9042 0.0247 0.2546 0.2785 0.0709

2005年度 0.0348 0.8429 0.0294 0.2522 0.2704 0.0682

2006年度 0.0475 0.8572 0.0407 0.2372 0.2025 0.0480

2007年度 0.0190 0.7024 0.0133 0.2278 0.1272 0.0290

2008年度 0.0180 0.6959 0.0125 0.2342 0.1322 0.0310

2009年度 0.0173 0.6952 0.0120 0.2505 0.1616 0.0405

2010年度 0.0166 0.7043 0.0117 0.2720 0.1906 0.0518

2011年度 0.0161 0.7303 0.0117 0.2743 0.2020 0.0554

2012年度 0.0154 0.7407 0.0114 0.2798 0.1939 0.0542

2013年度 0.0147 0.7414 0.0109 0.2751 0.1699 0.0467

2014年度 0.0138 0.7356 0.0102 0.2643 0.1485 0.0392

 
特別交付税 地方特例交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0371 -0.0310 -0.0011 0.0203 1.6521 0.0335

2001年度 0.0357 -0.0445 -0.0016 0.0209 1.6629 0.0348

2002年度 0.0358 -0.0494 -0.0018 0.0216 1.6741 0.0361

2003年度 0.0346 -0.1308 -0.0045 0.0220 1.6888 0.0371

2004年度 0.0346 -0.0391 -0.0014 0.0215 1.5571 0.0335

2005年度 0.0320 -0.0142 -0.0005 0.0212 1.3592 0.0288

2006年度 0.0301 -0.0426 -0.0013 0.0174 1.3959 0.0242

2007年度 0.0291 -0.0811 -0.0024 0.0045 1.3387 0.0060

2008年度 0.0292 -0.0820 -0.0024 0.0082 1.3026 0.0107

2009年度 0.0304 -0.0656 -0.0020 0.0084 1.2057 0.0101

2010年度 0.0320 -0.0501 -0.0016 0.0077 1.0422 0.0080

2011年度 0.0369 -0.0063 -0.0002 0.0073 1.0903 0.0079

2012年度 0.0325 -0.0343 -0.0011 0.0026 1.2013 0.0031

2013年度 0.0318 -0.0586 -0.0019 0.0025 1.1998 0.0030

2014年度 0.0312 -0.0636 -0.0020 0.0024 1.1906 0.0028
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 表３ 全国市町村の一般財源のタイル尺度の分解（調整後） 

 

 地方税 地方消費税交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.5865 1.2640 0.7413 0.0387 1.0934 0.0423

2001年度 0.6022 1.2615 0.7596 0.0385 1.0927 0.0421

2002年度 0.6122 1.2598 0.7713 0.0351 1.0934 0.0384

2003年度 0.6155 1.2648 0.7785 0.0408 1.0886 0.0445

2004年度 0.6166 1.2636 0.7791 0.0455 1.0889 0.0495

2005年度 0.6185 1.2658 0.7829 0.0412 1.0918 0.0450

2006年度 0.6253 1.2748 0.7971 0.0426 1.1053 0.0470

2007年度 0.6773 1.2565 0.8511 0.0423 1.1096 0.0469

2008年度 0.6711 1.2548 0.8421 0.0392 1.1114 0.0436

2009年度 0.6515 1.2547 0.8174 0.0420 1.1122 0.0467

2010年度 0.6306 1.2507 0.7887 0.0411 1.1094 0.0456

2011年度 0.6251 1.2575 0.7860 0.0404 1.1229 0.0454

2012年度 0.6289 1.2596 0.7921 0.0409 1.1304 0.0462

2013年度 0.6354 1.2627 0.8023 0.0405 1.1308 0.0458

2014年度 0.6399 1.2719 0.8138 0.0485 1.1215 0.0543

 地方譲与税 普通交付税 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0160 0.7002 0.0112 0.3014 0.3094 0.0933

2001年度 0.0165 0.6998 0.0115 0.2862 0.2917 0.0835

2002年度 0.0172 0.6985 0.0120 0.2781 0.3012 0.0838

2003年度 0.0188 0.6896 0.0130 0.2683 0.3119 0.0837

2004年度 0.0273 0.7764 0.0212 0.2546 0.2849 0.0725

2005年度 0.0348 0.8271 0.0288 0.2522 0.2655 0.0669

2006年度 0.0475 0.8439 0.0401 0.2372 0.1992 0.0473

2007年度 0.0190 0.6951 0.0132 0.2278 0.1251 0.0285

2008年度 0.0180 0.6921 0.0125 0.2342 0.1312 0.0307

2009年度 0.0173 0.6976 0.0121 0.2505 0.1616 0.0405

2010年度 0.0166 0.7069 0.0117 0.2720 0.1907 0.0519

2011年度 0.0161 0.7303 0.0117 0.2743 0.2020 0.0554

2012年度 0.0154 0.7407 0.0114 0.2798 0.1938 0.0542

2013年度 0.0147 0.7414 0.0109 0.2751 0.1699 0.0467

2014年度 0.0138 0.7356 0.0102 0.2643 0.1485 0.0392

 特別交付税 地方特例交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0371 0.0548 0.0020 0.0203 1.2757 0.0259

2001年度 0.0357 0.0414 0.0015 0.0209 1.2759 0.0267

2002年度 0.0358 0.0371 0.0013 0.0216 1.2859 0.0278

2003年度 0.0346 -0.0332 -0.0011 0.0220 1.3095 0.0288

2004年度 0.0346 0.0021 0.0001 0.0215 1.3161 0.0283

2005年度 0.0320 -0.0231 -0.0007 0.0212 1.3288 0.0282

2006年度 0.0301 -0.0489 -0.0015 0.0174 1.3686 0.0238

2007年度 0.0291 -0.0815 -0.0024 0.0045 1.3164 0.0059

2008年度 0.0292 -0.0811 -0.0024 0.0082 1.2877 0.0106

2009年度 0.0304 -0.0654 -0.0020 0.0084 1.2061 0.0101

2010年度 0.0320 -0.0492 -0.0016 0.0077 1.0427 0.0080

2011年度 0.0369 -0.0065 -0.0002 0.0073 1.0902 0.0079

2012年度 0.0325 -0.0344 -0.0011 0.0026 1.2012 0.0031

2013年度 0.0318 -0.0587 -0.0019 0.0025 1.1996 0.0030

2014年度 0.0312 -0.0636 -0.0020 0.0024 1.1906 0.0028
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 表４ 普通交付税を構成要素に分解したタイル尺度（調整前） 

 

 
基準財政需要額 基準財政収入額 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.7928 1.0571 0.8380 0.4971 1.5622 0.7765

2001年度 0.7943 1.0719 0.8514 0.5152 1.5584 0.8029

2002年度 0.7893 1.0868 0.8578 0.5204 1.5540 0.8087

2003年度 0.7732 1.1045 0.8541 0.5154 1.5547 0.8013

2004年度 0.7657 1.0525 0.8060 0.5251 1.4246 0.7480

2005年度 0.7538 0.9327 0.7031 0.5271 1.2297 0.6482

2006年度 0.7420 0.9326 0.6920 0.5432 1.2253 0.6656

2007年度 0.7465 0.9252 0.6907 0.5619 1.2258 0.6888

2008年度 0.7467 0.9115 0.6806 0.5575 1.2186 0.6794

2009年度 0.7539 0.8875 0.6691 0.5443 1.1985 0.6523

2010年度 0.7390 0.8667 0.6405 0.4978 1.1998 0.5973

2011年度 0.7401 0.8744 0.6472 0.5010 1.2040 0.6032

2012年度 0.7472 0.8740 0.6531 0.5041 1.2106 0.6102

2013年度 0.7491 0.8730 0.6540 0.5117 1.2098 0.6191

2014年度 0.7440 0.8797 0.6545 0.5142 1.2197 0.6272

 
合併算定替 収入額が需要額を上回る額 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0002 0.7776 0.0002 0.0055 1.0307 0.0057

2001年度 0.0003 2.4190 0.0006 0.0069 1.0754 0.0074

2002年度 0.0004 1.6445 0.0006 0.0089 1.1350 0.0101

2003年度 0.0007 0.4720 0.0003 0.0098 1.1466 0.0112

2004年度 0.0024 0.4378 0.0011 0.0115 1.0344 0.0119

2005年度 0.0154 0.4829 0.0075 0.0101 0.5888 0.0059

2006年度 0.0261 0.4914 0.0128 0.0124 0.7144 0.0088

2007年度 0.0279 0.5086 0.0142 0.0153 0.8399 0.0128

2008年度 0.0304 0.5102 0.0155 0.0146 0.9742 0.0142

2009年度 0.0287 0.3885 0.0112 0.0121 1.0348 0.0125

2010年度 0.0272 0.2626 0.0071 0.0036 0.4056 0.0015

2011年度 0.0324 0.3235 0.0105 0.0028 0.3318 0.0009

2012年度 0.0342 0.3127 0.0107 0.0025 0.2868 0.0007

2013年度 0.0352 0.3152 0.0111 0.0025 0.3037 0.0008

2014年度 0.0312 0.3303 0.0103 0.0034 0.4874 0.0017
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 表５ 普通交付税を構成要素に分解したタイル尺度（調整後） 

 

 
基準財政需要額 基準財政収入額 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.7928 0.8750 0.6937 0.4971 1.2132 0.6030

2001年度 0.7943 0.8814 0.7000 0.5152 1.2044 0.6205

2002年度 0.7893 0.8911 0.7033 0.5204 1.2009 0.6250

2003年度 0.7732 0.9078 0.7019 0.5154 1.2109 0.6241

2004年度 0.7657 0.9112 0.6977 0.5251 1.2064 0.6335

2005年度 0.7538 0.9137 0.6888 0.5271 1.2026 0.6339

2006年度 0.7420 0.9166 0.6802 0.5432 1.2019 0.6529

2007年度 0.7465 0.9120 0.6808 0.5619 1.2063 0.6778

2008年度 0.7467 0.9021 0.6735 0.5575 1.2042 0.6714

2009年度 0.7539 0.8874 0.6690 0.5443 1.1982 0.6521

2010年度 0.7390 0.8667 0.6405 0.4978 1.1995 0.5971

2011年度 0.7401 0.8743 0.6471 0.5010 1.2038 0.6031

2012年度 0.7472 0.8739 0.6530 0.5041 1.2104 0.6101

2013年度 0.7491 0.8729 0.6539 0.5117 1.2097 0.6190

2014年度 0.7440 0.8797 0.6545 0.5142 1.2197 0.6272

 
合併算定替 収入額が需要額を上回る額 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0002 0.1627 0.0000 0.0055 0.4625 0.0025

2001年度 0.0003 1.8697 0.0005 0.0069 0.5014 0.0035

2002年度 0.0004 1.0651 0.0004 0.0089 0.5676 0.0050

2003年度 0.0007 -0.0349 0.0000 0.0098 0.6051 0.0059

2004年度 0.0024 0.0899 0.0002 0.0115 0.7026 0.0081

2005年度 0.0154 0.4279 0.0066 0.0101 0.5435 0.0055

2006年度 0.0261 0.4473 0.0117 0.0124 0.6763 0.0084

2007年度 0.0279 0.4704 0.0131 0.0153 0.8099 0.0124

2008年度 0.0304 0.4810 0.0146 0.0146 0.9519 0.0139

2009年度 0.0287 0.3847 0.0111 0.0121 1.0354 0.0125

2010年度 0.0272 0.2594 0.0071 0.0036 0.4011 0.0015

2011年度 0.0324 0.3232 0.0105 0.0028 0.3312 0.0009

2012年度 0.0342 0.3124 0.0107 0.0025 0.2862 0.0007

2013年度 0.0352 0.3150 0.0111 0.0025 0.3031 0.0008

2014年度 0.0312 0.3303 0.0103 0.0034 0.4874 0.0017

 

 

   ４府県内市町村の分析 

 

 全国市町村データでは基準財政需要額と基準財政

収入額の内訳が示されていないため、ここまでが限

界である。そこで、総額格差拡大効果の低下の要因

をさらに詳しく明らかにするため、2000年度から利

用可能である青森県、長野県、滋賀県、大阪府の４

                                                                                                 

 Ｗｅｂサイト上でここ数年の個別市町村あるいは市町村合計の費目別基準財政需要額と税目別基準財政収入額を公

表している８県に対して、2000年代のデータの提供の依頼を行った。その結果、６県からデータの提供を受けた。こ

れらのうち青森県、長野県、滋賀県については2000年度から分析可能であり、大阪府については2000年代のデータを

すべて公表しているため、これら４府県のデータを活用した。 

府県内市町村の分析を行う

。 

 詳細な分析を行う前に、全国市町村の分析の際に

用いたデータと同じものを用いて、４府県内市町村

の市町村間格差がどの程度であるかを、タイル尺度

を算出することを通じてあらかじめ示しておこう。
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表６は４府県内市町村の一般財源のタイル尺度を示

したものである。この表から全国市町村のデータと

比較して、タイル尺度が全般的に大きいことを読み

取ることができる。しかし、全国市町村のデータと

同様に、2007年度以降は減少傾向にあるといえる。

なお、2009年度以降、「調整前」と「調整後」の差

が０になっているのは、2009年度の段階で４府県内

市町村においては市町村合併が終了し、2014年度時

点の市町村と同じになったためである

。 

 表７は４府県内市町村の一般財源について、2014

年度時点の市町村を基準にした調整を行う前のタイ

ル尺度の寄与度分解を行った結果をまとめたもので

ある。この表から読み取ることができるように、寄

与度は小さいものの特別交付税のみが一貫して寄与

度がマイナスとなっており、若干の財政調整効果を

発揮している。 

 さらに、普通交付税を構成要素に分解し、タイル

尺度を算出してみたい。基準財政需要額については、 

 

 表６ ４府県内市町村の一般財源のタイル尺度 

 
 調整前 調整後 差 

2000年度 1.4213 1.1975 0.2238

2001年度 1.4263 1.2001 0.2262

2002年度 1.4355 1.2054 0.2301

2003年度 1.4521 1.2216 0.2305

2004年度 1.3780 1.2287 0.1492

2005年度 1.2500 1.2177 0.0322

2006年度 1.2659 1.2344 0.0315

2007年度 1.2322 1.2013 0.0309

2008年度 1.2182 1.1928 0.0253

2009年度 1.1802 1.1802 0.0000

2010年度 1.1693 1.1693 0.0000

2011年度 1.1738 1.1738 0.0000

2012年度 1.1668 1.1668 0.0000

2013年度 1.1743 1.1743 0.0000

2014年度 1.1829 1.1829 0.0000

 

                                                                                                 

 旧長野県山口村は、県境を越えて岐阜県中津川市と合併したため、2014年度時点の市町村を基準にした調整を行っ

た後の市町村からは除いている。 

 普通交付税＝基準財政需要額－基準財政収入額となっていない市町村については、「需要額調整項」で調整を行っ

た。また、合併市町村については全国市町村データで算出した「合併算定替」をそのまま用いているため、「需要額

調整項」＝普通交付税－（基準財政需要額－基準財政収入額）－「合併算定替」としている。なお、これはタイル尺

度の構成要素への分解に際して必要であった数値にすぎないため、表からは除いている。 

 各費目創設の根拠に関する総務省による説明については、飛田（2016）参照のこと。 

2006年度までは経常経費＋投資的経費、公債費、そ

の他需要額、臨財債に分解し、2007年度以降は個別

算定経費（公債費、その他を除く）＋包括算定経費、

公債費、その他需要額、臨財債に分解した。また、

基準財政収入額については、市町村民税所得割の基

準税額、法人税割の基準税額、その他収入額に分解

した。 

 表８は2014年度時点の市町村を基準にした調整を

行う前のタイル尺度の寄与度分解を行った結果をま

とめたものである

。なお、2000年度におけるその

他需要額は「農山漁村地域活性化対策費」と「臨時

経済対策費」、2008年度は「地方再生対策費」、

2009年度は「地方再生対策費」と「地域雇用創出推

進費」、2010年度と2011年度は「地方再生対策費」

と「雇用対策・地域資源活用臨時特例費」、2012年

度は「地域経済・雇用対策費」、2013年度は「地域

経済・雇用対策費」と「地域の元気づくり推進費」、

2014年度は「地域経済・雇用対策費」と「地域の元

気創造事業費」からなる

。 

 この表から読み取ることができるように、特別交

付税以外には2000年度、2008年度、2010～2013年度

においてその他需要額がタイル尺度の減少要因と

なっている。ただし、2012年度を除いては特別交付

税よりもその寄与度は小さい。 

 また、臨財債は振替前の基準財政需要額から差し

引くことになっているため、タイル尺度の減少要因

となっている。ただし、その寄与度は2008年度まで

低下傾向にあった。しかし、2010年度以降は、寄与

度が大きくなっている。ウエイト、準タイル尺度と

もに上昇しているが、こうした変化は制度変更によ

るものである。星野（2016）も論じているように、

臨財債の算定方式は2010年度以降に変更が行われ、

人口基礎方式に加え、財源不足額基礎方式が導入さ

れた。こうした制度変更の効果をタイル尺度からも

確認することができる。星野（2013）や星野（2016）

においても指摘されているところであるが、臨財債 
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 表７ ４府県内市町村の一般財源のタイル尺度の分解（調整前） 

 

 
地方税 地方消費税交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.6606 1.9003 1.2553 0.0413 1.7487 0.0723

2001年度 0.6666 1.8780 1.2519 0.0418 1.7356 0.0725

2002年度 0.6669 1.8680 1.2457 0.0380 1.7303 0.0657

2003年度 0.6629 1.8749 1.2430 0.0440 1.7096 0.0752

2004年度 0.6600 1.7669 1.1661 0.0487 1.5958 0.0777

2005年度 0.6609 1.6054 1.0610 0.0442 1.4552 0.0643

2006年度 0.6680 1.6220 1.0836 0.0448 1.4653 0.0657

2007年度 0.7245 1.5872 1.1499 0.0448 1.4639 0.0655

2008年度 0.7179 1.5738 1.1298 0.0417 1.4522 0.0605

2009年度 0.6935 1.5243 1.0571 0.0447 1.4195 0.0635

2010年度 0.6722 1.5375 1.0336 0.0436 1.4176 0.0618

2011年度 0.6699 1.5435 1.0340 0.0429 1.4274 0.0613

2012年度 0.6696 1.5429 1.0331 0.0435 1.4328 0.0623

2013年度 0.6753 1.5534 1.0490 0.0429 1.4330 0.0615

2014年度 0.6772 1.5653 1.0601 0.0513 1.4003 0.0718

 
地方譲与税 普通交付税 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0136 1.0641 0.0144 0.2357 0.1928 0.0454

2001年度 0.0139 1.0565 0.0147 0.2297 0.2312 0.0531

2002年度 0.0146 1.0675 0.0156 0.2321 0.3180 0.0738

2003年度 0.0157 1.0201 0.0160 0.2296 0.3603 0.0827

2004年度 0.0239 1.0842 0.0259 0.2217 0.3418 0.0758

2005年度 0.0314 1.0352 0.0325 0.2185 0.2818 0.0616

2006年度 0.0435 1.0411 0.0453 0.2032 0.2218 0.0451

2007年度 0.0160 0.8919 0.0143 0.1881 -0.0055 -0.0010

2008年度 0.0152 0.8663 0.0132 0.1934 0.0238 0.0046

2009年度 0.0148 0.8629 0.0127 0.2141 0.1712 0.0367

2010年度 0.0142 0.8724 0.0124 0.2371 0.2294 0.0544

2011年度 0.0137 0.8720 0.0119 0.2396 0.2479 0.0594

2012年度 0.0131 0.8748 0.0114 0.2455 0.2390 0.0587

2013年度 0.0124 0.8707 0.0108 0.2413 0.2201 0.0531

2014年度 0.0116 0.8620 0.0100 0.2330 0.1795 0.0418

 
特別交付税 地方特例交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0273 -0.1572 -0.0043 0.0215 1.7735 0.0381

2001年度 0.0262 -0.1686 -0.0044 0.0218 1.7611 0.0385

2002年度 0.0261 -0.1805 -0.0047 0.0222 1.7679 0.0393

2003年度 0.0255 -0.2115 -0.0054 0.0223 1.8214 0.0406

2004年度 0.0244 -0.1641 -0.0040 0.0214 1.7080 0.0365

2005年度 0.0234 -0.1764 -0.0041 0.0216 1.6103 0.0347

2006年度 0.0222 -0.2048 -0.0045 0.0182 1.6903 0.0308

2007年度 0.0217 -0.2340 -0.0051 0.0049 1.7323 0.0086

2008年度 0.0223 -0.2239 -0.0050 0.0096 1.5715 0.0151

2009年度 0.0237 -0.1592 -0.0038 0.0092 1.5164 0.0140

2010年度 0.0246 -0.1460 -0.0036 0.0083 1.2984 0.0107

2011年度 0.0262 -0.1177 -0.0031 0.0077 1.3321 0.0103

2012年度 0.0253 -0.1107 -0.0028 0.0031 1.3395 0.0041

2013年度 0.0251 -0.1590 -0.0040 0.0029 1.3385 0.0039

2014年度 0.0242 -0.1790 -0.0043 0.0027 1.3323 0.0036
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 表８ ４府県内市町村の普通交付税を構成要素に分解したタイル尺度（調整前） 
 

 
経常＋投資的／個別＋包括 公債費 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.7126 1.3358 0.9518 0.0560 1.4312 0.0801

2001年度 0.7151 1.3352 0.9549 0.0608 1.4323 0.0871

2002年度 0.7093 1.3470 0.9554 0.0677 1.4328 0.0970

2003年度 0.7842 1.3503 1.0589 0.0730 1.4237 0.1039

2004年度 0.7507 1.2845 0.9642 0.0705 1.3458 0.0948

2005年度 0.7337 1.1728 0.8605 0.0731 1.2586 0.0920

2006年度 0.7242 1.1750 0.8510 0.0768 1.2861 0.0987

2007年度 0.7177 1.1644 0.8357 0.0849 1.2799 0.1087

2008年度 0.7051 1.1609 0.8186 0.0904 1.2750 0.1153

2009年度 0.7219 1.1285 0.8146 0.0946 1.2427 0.1176

2010年度 0.7332 1.1357 0.8327 0.0948 1.2459 0.1181

2011年度 0.7315 1.1500 0.8413 0.0965 1.2430 0.1199

2012年度 0.7447 1.1559 0.8608 0.0994 1.2375 0.1230

2013年度 0.7425 1.1615 0.8624 0.1015 1.2274 0.1246

2014年度 0.7240 1.1673 0.8451 0.1046 1.1979 0.1253

 
その他需要額 臨財債 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0026 -0.5649 -0.0015  

2001年度   

2002年度   

2003年度  0.0935 1.2065 0.1128

2004年度  0.0659 1.1709 0.0772

2005年度  0.0498 1.0728 0.0534

2006年度  0.0448 1.1045 0.0495

2007年度  0.0404 1.0832 0.0438

2008年度 0.0069 -0.0707 -0.0005 0.0377 1.0792 0.0407

2009年度 0.0146 0.0463 0.0007 0.0598 1.0594 0.0633

2010年度 0.0146 -0.1127 -0.0016 0.1002 1.3593 0.1362

2011年度 0.0112 -0.0912 -0.0010 0.0877 1.4946 0.1310

2012年度 0.0103 -0.3967 -0.0041 0.0928 1.5034 0.1395

2013年度 0.0141 -0.0793 -0.0011 0.0985 1.5427 0.1519

2014年度 0.0162 -0.0021 0.0000 0.0882 1.4521 0.1281

 
所得割基準税額 法人税割基準税額 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.1346 1.5601 0.2100 0.0361 2.6681 0.0964

2001年度 0.1337 1.5446 0.2064 0.0401 2.4674 0.0989

2002年度 0.1348 1.5458 0.2084 0.0411 2.4490 0.1006

2003年度 0.1302 1.5603 0.2032 0.0358 2.7039 0.0968

2004年度 0.1221 1.4525 0.1774 0.0367 2.5578 0.0940

2005年度 0.1219 1.3097 0.1597 0.0460 2.3963 0.1103

2006年度 0.1337 1.3155 0.1759 0.0500 2.3153 0.1158

2007年度 0.1728 1.2760 0.2204 0.0668 2.4423 0.1632

2008年度 0.1714 1.2760 0.2187 0.0649 2.3568 0.1530

2009年度 0.1764 1.2489 0.2203 0.0395 2.4241 0.0957

2010年度 0.1555 1.2612 0.1961 0.0241 2.7265 0.0658

2011年度 0.1576 1.2718 0.2004 0.0327 2.3031 0.0753

2012年度 0.1615 1.2753 0.2059 0.0398 2.2587 0.0900

2013年度 0.1627 1.2726 0.2070 0.0376 2.2036 0.0829

2014年度 0.1603 1.2840 0.2058 0.0412 2.3726 0.0976
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その他収入額 合併算定替 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.3716 1.8479 0.6867 0.0002 0.7533 0.0001

2001年度 0.3763 1.8122 0.6820  

2002年度 0.3741 1.7891 0.6693  

2003年度 0.3719 1.7907 0.6660  

2004年度 0.3804 1.6717 0.6359 0.0008 -0.1044 -0.0001

2005年度 0.3778 1.5061 0.5690 0.0071 0.0992 0.0007

2006年度 0.3785 1.4929 0.5651 0.0114 0.0392 0.0004

2007年度 0.3465 1.5070 0.5222 0.0119 0.0621 0.0007

2008年度 0.3482 1.5000 0.5223 0.0130 0.0353 0.0005

2009年度 0.3519 1.4808 0.5211 0.0132 0.0455 0.0006

2010年度 0.3369 1.4860 0.5006 0.0148 0.1230 0.0018

2011年度 0.3304 1.4997 0.4955 0.0177 0.1666 0.0029

2012年度 0.3238 1.5009 0.4860 0.0188 0.1658 0.0031

2013年度 0.3278 1.5059 0.4936 0.0192 0.1443 0.0028

2014年度 0.3312 1.5020 0.4974 0.0176 0.2231 0.0039

 
収入額が需要額を上回る額    

ウエイト 準タイル尺度 寄与度    

2000年度 0.0043 0.3451 0.0015    

2001年度 0.0045 0.2273 0.0010    

2002年度 0.0054 0.0410 0.0002    

2003年度 0.0051 0.1322 0.0007    

2004年度 0.0047 0.2101 0.0010    

2005年度 0.0050 0.0578 0.0003    

2006年度 0.0046 0.1201 0.0006    

2007年度 0.0064 0.1268 0.0008    

2008年度 0.0058 0.1071 0.0006    

2009年度 0.0041 0.0384 0.0002    

2010年度 0.0018 -0.8060 -0.0015    

2011年度 0.0015 -0.8598 -0.0013    

2012年度 0.0015 -0.8775 -0.0013    

2013年度 0.0015 -0.8872 -0.0013    

2014年度 0.0018 -0.8735 -0.0016    

 

を通じた財政調整機能が強化されているという見方

も可能である。 

 一方、基準財政収入額については、2007年度にお

いて変化が見られ、所得割、法人税割ともに寄与度

が大きくなっている。ただし、法人税割については

2009年度以降、リーマンショックの影響により減少

しており、一時的なものであると考えられる。しか

し、所得割については法人税割ほどの大きな減少は

見られない。こうした変化の背景にあるのは、国か

ら地方への３兆円の税源移譲である。特に2007年度

以降の所得割の基準税額の算定方法は、税源移譲に

伴う財政力格差が拡大しないよう、当分の間、影響

                                                                                                 

 算入方法としては、税源移譲後の収入見込額の75％相当額に税源移譲に伴う影響額の25％相当額を加算するものと

されている。 

額を100％算入するものとされており

、基準財政収

入額算定における基準税率の引き上げがウエイトの

上昇という形で寄与度の上昇につながっているもの

と考えられる。なお、税源移譲の前段階として所得

譲与税の形で移譲が行われているが、表２・３・７

からも読み取ることができるように、2004～2006年

度における地方譲与税の寄与度が一時的に大きく

なっていた。したがって、所得譲与税の廃止と本格

的な税源移譲の実施が全体的なタイル尺度の低下に

寄与したといえる。 

 次に、2014年度時点の市町村を基準に2000～2008

年度の市町村データを調整し、一般財源のタイル尺
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度の寄与度分解を行った結果をまとめたものが表９

である。この表から読み取ることができるように、

地方税の寄与度は2006～2009年度においてそれ以前

の寄与度よりも大きくなっている。全国市町村の場

合と同様に、市町村合併の影響を考慮すると、むし

ろ格差は大きくなっていたといえる。一方で、他の

財源の寄与度は小さくなっており、特に2007・2008

年度においては普通交付税の寄与度が小さくなって

いる。その結果、全体としてタイル尺度は低下して

いる。 

 さらに、普通交付税を構成要素に分解し、タイル

尺度を算出したものが表10である。この表から、基

準財政需要額に関しては次の点を指摘することがで

きる。第１に、「経常経費＋投資的経費」の寄与度

は2003年度に上昇したが、その後低下し、「個別算

定経費＋包括算定経費」となった2008年度まで低下

していた。しかし、2009年度以降上昇している。こ

うした動きが先に指摘した2000年代後半における普

通交付税の総額格差拡大効果の低下に寄与していた

と考えられる。第２に、公債費の寄与度が大きく

なっている。図１において、データの制約から青森

県内市町村を除く３府県内市町村の基準財政需要額

における臨財債償還額の推移を示した。ここから明

らかなように、臨財債償還費は年々増加しており、

これが寄与度の上昇につながっているものと考えら

れる。第３に、「地方再生対策費」や「地域経済・

雇用対策費」といったその他需要額の寄与度は非常

に小さく、後述する臨財債や基準財政収入額の差し

引きによる財政調整効果と比較して、ほとんど効果

を発揮していなかったといえる。第４に、臨財債の

寄与度が2010年度以降、特に大きくなっている。先

述の通り、これは臨財債の算定方式に財源不足額基

礎方式が導入されたことによるものである。ただし、

先述したように公債費の寄与度も大きくなっており、

臨財債振替がネットで財政調整効果を発揮するかど

うかは、当年度の振替額と過年度の償還額との関係

によって決まるといえよう。 

 一方、基準財政収入額については、次の点を指摘

することができる。第１に、所得割の基準税額は、

2014年度時点の市町村を基準にした調整を行う前の

場合と同様に、2007年度に寄与度が大きくなってい

る。市町村合併の影響を考慮しているため、2007年

度の変化がより一層明確に現れており、ウエイトの

上昇という形で税源移譲の効果が見られる。また、

2010年度以降、寄与度は低下しているが、税源移譲

前の水準に戻ることはなかった。第２に、法人税割

についてはウエイトと準タイル尺度の上昇によって

2007・2008年度に一時的に寄与度が大きくなってい

る。こうした影響によって、先述した2007・2008年

度における普通交付税の寄与度の低下が生じたとい

える。 
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 表９ ４府県内市町村の一般財源のタイル尺度の分解（調整後） 

 

 
地方税 地方消費税交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.6608 1.5736 1.0398 0.0414 1.4520 0.0600

2001年度 0.6668 1.5536 1.0360 0.0418 1.4401 0.0602

2002年度 0.6671 1.5442 1.0301 0.0380 1.4346 0.0545

2003年度 0.6631 1.5541 1.0306 0.0440 1.4179 0.0624

2004年度 0.6600 1.5650 1.0328 0.0487 1.4130 0.0688

2005年度 0.6609 1.5610 1.0316 0.0442 1.4146 0.0625

2006年度 0.6680 1.5786 1.0546 0.0448 1.4239 0.0638

2007年度 0.7245 1.5449 1.1192 0.0448 1.4223 0.0637

2008年度 0.7179 1.5376 1.1038 0.0417 1.4156 0.0590

2009年度 0.6935 1.5243 1.0571 0.0447 1.4195 0.0635

2010年度 0.6722 1.5375 1.0336 0.0436 1.4176 0.0618

2011年度 0.6699 1.5435 1.0340 0.0429 1.4274 0.0613

2012年度 0.6696 1.5429 1.0331 0.0435 1.4328 0.0623

2013年度 0.6753 1.5534 1.0490 0.0429 1.4330 0.0615

2014年度 0.6772 1.5653 1.0601 0.0513 1.4003 0.0718

 
地方譲与税 普通交付税 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0136 0.9065 0.0123 0.2355 0.2389 0.0562

2001年度 0.0139 0.9000 0.0125 0.2295 0.2711 0.0622

2002年度 0.0146 0.9104 0.0133 0.2319 0.3362 0.0780

2003年度 0.0157 0.8719 0.0137 0.2294 0.3694 0.0847

2004年度 0.0239 0.9621 0.0230 0.2217 0.3389 0.0751

2005年度 0.0314 1.0045 0.0316 0.2185 0.2831 0.0619

2006年度 0.0435 1.0101 0.0439 0.2032 0.2264 0.0460

2007年度 0.0160 0.8673 0.0139 0.1881 0.0020 0.0004

2008年度 0.0152 0.8467 0.0129 0.1934 0.0340 0.0066

2009年度 0.0148 0.8629 0.0127 0.2141 0.1712 0.0367

2010年度 0.0142 0.8724 0.0124 0.2371 0.2294 0.0544

2011年度 0.0137 0.8720 0.0119 0.2396 0.2479 0.0594

2012年度 0.0131 0.8748 0.0114 0.2455 0.2390 0.0587

2013年度 0.0124 0.8707 0.0108 0.2413 0.2201 0.0531

2014年度 0.0116 0.8620 0.0100 0.2330 0.1795 0.0418

 
特別交付税 地方特例交付金 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0273 -0.0794 -0.0022 0.0215 1.4513 0.0312

2001年度 0.0262 -0.0871 -0.0023 0.0218 1.4409 0.0315

2002年度 0.0261 -0.1030 -0.0027 0.0222 1.4472 0.0322

2003年度 0.0255 -0.1278 -0.0033 0.0223 1.4992 0.0334

2004年度 0.0244 -0.1337 -0.0033 0.0214 1.5076 0.0322

2005年度 0.0234 -0.1538 -0.0036 0.0216 1.5683 0.0338

2006年度 0.0222 -0.1781 -0.0040 0.0182 1.6452 0.0300

2007年度 0.0217 -0.1964 -0.0043 0.0049 1.6871 0.0083

2008年度 0.0223 -0.1824 -0.0041 0.0096 1.5324 0.0147

2009年度 0.0237 -0.1592 -0.0038 0.0092 1.5164 0.0140

2010年度 0.0246 -0.1460 -0.0036 0.0083 1.2984 0.0107

2011年度 0.0262 -0.1177 -0.0031 0.0077 1.3321 0.0103

2012年度 0.0253 -0.1107 -0.0028 0.0031 1.3395 0.0041

2013年度 0.0251 -0.1590 -0.0040 0.0029 1.3385 0.0039

2014年度 0.0242 -0.1790 -0.0043 0.0027 1.3323 0.0036
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 表10 ４府県内市町村の普通交付税を構成要素に分解したタイル尺度（調整後） 
 

 
経常＋投資的／個別＋包括 公債費 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.7126 1.1316 0.8064 0.0559 1.2187 0.0682

2001年度 0.7152 1.1302 0.8083 0.0607 1.2221 0.0742

2002年度 0.7093 1.1377 0.8070 0.0676 1.2220 0.0826

2003年度 0.7842 1.1430 0.8964 0.0729 1.2185 0.0888

2004年度 0.7507 1.1492 0.8627 0.0705 1.2169 0.0858

2005年度 0.7337 1.1437 0.8391 0.0731 1.2331 0.0901

2006年度 0.7242 1.1456 0.8296 0.0768 1.2598 0.0967

2007年度 0.7177 1.1354 0.8149 0.0849 1.2526 0.1064

2008年度 0.7051 1.1369 0.8017 0.0904 1.2501 0.1130

2009年度 0.7219 1.1285 0.8146 0.0946 1.2427 0.1176

2010年度 0.7332 1.1357 0.8327 0.0948 1.2459 0.1181

2011年度 0.7315 1.1500 0.8413 0.0965 1.2430 0.1199

2012年度 0.7447 1.1559 0.8608 0.0994 1.2375 0.1230

2013年度 0.7425 1.1615 0.8624 0.1015 1.2274 0.1246

2014年度 0.7240 1.1673 0.8451 0.1046 1.1979 0.1253

 
その他需要額 臨財債 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.0026 -0.3299 -0.0009  

2001年度   

2002年度   

2003年度  0.0935 1.0250 0.0958

2004年度  0.0659 1.0473 0.0691

2005年度  0.0498 1.0472 0.0521

2006年度  0.0448 1.0783 0.0483

2007年度  0.0404 1.0576 0.0428

2008年度 0.0069 -0.0596 -0.0004 0.0377 1.0582 0.0399

2009年度 0.0146 0.0463 0.0007 0.0598 1.0594 0.0633

2010年度 0.0146 -0.1127 -0.0016 0.1002 1.3593 0.1362

2011年度 0.0112 -0.0912 -0.0010 0.0877 1.4946 0.1310

2012年度 0.0103 -0.3967 -0.0041 0.0928 1.5034 0.1395

2013年度 0.0141 -0.0793 -0.0011 0.0985 1.5427 0.1519

2014年度 0.0162 -0.0021 0.0000 0.0882 1.4521 0.1281

 
所得割基準税額 法人税割基準税額 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.1347 1.2417 0.1672 0.0362 2.3026 0.0832

2001年度 0.1337 1.2289 0.1643 0.0401 2.1194 0.0850

2002年度 0.1349 1.2303 0.1659 0.0411 2.1054 0.0865

2003年度 0.1302 1.2471 0.1624 0.0358 2.3385 0.0837

2004年度 0.1221 1.2561 0.1534 0.0367 2.3328 0.0857

2005年度 0.1219 1.2673 0.1545 0.0460 2.3527 0.1083

2006年度 0.1337 1.2733 0.1702 0.0500 2.2646 0.1132

2007年度 0.1728 1.2357 0.2135 0.0668 2.3984 0.1602

2008年度 0.1714 1.2411 0.2127 0.0649 2.3201 0.1506

2009年度 0.1764 1.2489 0.2203 0.0395 2.4241 0.0957

2010年度 0.1555 1.2612 0.1961 0.0241 2.7265 0.0658

2011年度 0.1576 1.2718 0.2004 0.0327 2.3031 0.0753

2012年度 0.1615 1.2753 0.2059 0.0398 2.2587 0.0900

2013年度 0.1627 1.2726 0.2070 0.0376 2.2036 0.0829

2014年度 0.1603 1.2840 0.2058 0.0412 2.3726 0.0976
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その他収入額 合併算定替 

ウエイト 準タイル尺度 寄与度 ウエイト 準タイル尺度 寄与度 

2000年度 0.3717 1.5390 0.5721 0.0002 0.4151 0.0001

2001年度 0.3764 1.5084 0.5678  

2002年度 0.3742 1.4877 0.5567  

2003年度 0.3720 1.4921 0.5551  

2004年度 0.3804 1.4846 0.5647 0.0008 -0.3762 -0.0003

2005年度 0.3778 1.4651 0.5536 0.0071 0.0469 0.0003

2006年度 0.3785 1.4522 0.5497 0.0114 -0.0019 0.0000

2007年度 0.3465 1.4661 0.5080 0.0119 0.0211 0.0003

2008年度 0.3482 1.4649 0.5101 0.0130 -0.0011 0.0000

2009年度 0.3519 1.4808 0.5211 0.0132 0.0455 0.0006

2010年度 0.3369 1.4860 0.5006 0.0148 0.1230 0.0018

2011年度 0.3304 1.4997 0.4955 0.0177 0.1666 0.0029

2012年度 0.3238 1.5009 0.4860 0.0188 0.1658 0.0031

2013年度 0.3278 1.5059 0.4936 0.0192 0.1443 0.0028

2014年度 0.3312 1.5020 0.4974 0.0176 0.2231 0.0039

 
収入額が需要額を上回る額    

ウエイト 準タイル尺度 寄与度    

2000年度 0.0043 -0.1054 -0.0005    

2001年度 0.0045 -0.2060 -0.0009    

2002年度 0.0054 -0.3748 -0.0020    

2003年度 0.0051 -0.3113 -0.0016    

2004年度 0.0047 -0.0621 -0.0003    

2005年度 0.0050 -0.0019 0.0000    

2006年度 0.0046 0.0605 0.0003    

2007年度 0.0064 0.0824 0.0005    

2008年度 0.0058 0.1158 0.0007    

2009年度 0.0041 0.0384 0.0002    

2010年度 0.0018 -0.8060 -0.0015    

2011年度 0.0015 -0.8598 -0.0013    

2012年度 0.0015 -0.8775 -0.0013    

2013年度 0.0015 -0.8872 -0.0013    

2014年度 0.0018 -0.8735 -0.0016    
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図１ ３府県における基準財政需要額のうち臨財債償還費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 長野県提供資料、滋賀県「市町の財政状況」、「大阪府市町村データ集（各年度版）」より作成 

 

 

   結 語 

 

 本稿においては、市町村における普通交付税の財

政調整機能について、一般財源のタイル尺度の要因

分解によって明らかにし、2000年以降に地方交付税

制度に生じた変化について分析を行った。得られた

知見は次の通りである。 

 第１に、表４および表５で確認した通り、市町村

合併の影響を考慮した場合、2004年度以降に基準財

政需要額の寄与度が小さくなる中で、基準財政収入

額の寄与度が大きくなっていた。特に2006～2008年

度において、その差は小さくなっており、総額格差

拡大効果の低下は、基準財政収入額が寄与していた。 

 第２に、表８および表10から読み取ったように、

普通交付税を構成要素に分解し、基準財政需要額に

ついては、経常経費＋投資的経費（2007年度以降は

個別算定経費＋包括算定経費）、公債費、その他需

要額、臨財債に、基準財政収入額については、市町

村民税所得割の基準税額、法人税割の基準税額、そ

の他収入額に分解してタイル尺度を求めたところ、

                                                                                                 

 石原（2016）、p.90。 

基準財政需要額の臨財債振替と市町村民税所得割の

基準税額の差し引きが普通交付税の総額格差拡大効

果の低下に寄与していたことが明らかになった。 

 第３に、表10で確認したように、「地方再生対策

費」や「地域経済・雇用対策費」といったその他需

要額の寄与度は非常に小さく、臨財債や市町村民税

所得割の差し引きによる普通交付税の財政調整効果

と比較して、ほとんど効果を発揮していなかった。

石原（2016）は、こうした費目に関して、「普通交

付税の安定性や地方団体の予見性等を踏まえると、

可能な限り通常の費目に移し替える努力を行うこと

が望ましい」と述べているが

、財政調整効果とい

う点からも、そうした指摘が可能であろう。ただし、

飛田（2016）が指摘しているように、本稿の分析対

象外である2015年度に「まち・ひと・しごと創生事

業費」によってその他需要額が増加しているため、

今後も検証が必要であるといえる。 

 2000年以降の普通交付税の財政調整機能は、基準
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財政需要額の臨財債振替と税源移譲によって増加し

た市町村民税所得割の基準税額の差し引きによって

支えられており、補正係数の削減、段階補正・事業

費補正の見直しとも相まって、2000年代以前のあり

方とは異なるものとなっている。しかし、臨財債振

替がネットで財政調整効果を発揮するかどうかは、

当年度の振替額と過年度の償還額との関係によって

決まる。臨財債償還額が増加する中で公債費の寄与

度も大きくなっており、財政調整効果を維持するた

めに臨財債の算定方式が短期間で見直され、制度が

不安定化する可能性も否定できない。 

 それ以上に、財政調整効果の観点よりも理論的な

観点から、合理的に算定されたあるべき財政需要を

地方債に振り替えるという措置によって財政調整が

行われているという現状について、厳しく問い直さ

れねばならないであろう。 

 最後に本稿に残された課題である。本稿では、基

準財政需要額と基準財政収入額の内訳が2000年度か

ら利用可能であった青森県、長野県、滋賀県、大阪

府の４府県内市町村のデータのみを用いている。こ

うしたことがタイル尺度の寄与度に影響を与えてい

る可能性を否定することはできない。それゆえ、可

能な限りサンプルを増やす必要がある。こうした点

を踏まえ、今後、稿を改めて分析を行いたい。 

 

 

  補 論 

 

 貝塚他（1987）や高林（2005）においては、一般

財源を地方税や地方交付税などに分解して地方交付

税の財政調整効果を計測している。そこで用いられ

ているように、タイル尺度はデータの変動をその構

成要素への分解が可能である。この性質を利用して、

貝塚他（1987）に示された算式に依拠しつつ、普通

交付税の財政調整機能がどの程度働いていたのかに

ついて検討を行った。 

 ある変数のベクトル , , … ,  について

タイル尺度は次のように定義される。  はサンプル

サイズを表す。 

 

1
 

∑
 

 市町村の一般財源を次のような構成要素へと分解

する。 

 

 (１) 

 

ここで、 は一般財源、 は地方税、 は地方

譲与税、 は地方特例交付金、 は普通交付税、

は特別交付税である。 

 タイル尺度の性質を利用するならば、一般財源の

不平等度を、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、

普通交付税、特別交付税の各準タイル尺度とそのウ

エイトを乗じたものの和に、次のように分解するこ

とができる。 

 これらの変数のシェアは次のように表すことがで

きる。 
 

∑
 

∑
 

∑
 

∑
 

∑
 

∑
 

 

 このとき、各変数の平均値をそれぞれ 、 、

、 、 、 とすると、 

 

 (２) 

 

 一般財源に関するタイル尺度は次のように表され

る。 
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1
  

 

 ここで、(３)式に(１)、(２)式を代入すると、次

のように展開できる。 

 

1
 

1
		 

1
											 

1
											 

1
											 

1
  

 

 各項はそれぞれ地方税、地方譲与税、地方特例交

付金、普通交付税、特別交付税について、準タイル

尺度とそのウエイトを乗じたものとなっており、こ

れら各項の和が一般財源のタイル尺度となっている。 

 タイル尺度の算出に当たっては、１人当たり額で

はなく、総額を用いた。これは次の理由による。日

下部（2003ａ・ｂ）は人口、県民所得、行政投資実

績を用い、１人当たりの値は多くの場合、線形性が

保たれていないことを指摘している。つまり、県民

所得や行政投資実績を人口やＧＤＰに対してプロッ

トすると、下に凸や、上に凸の傾向、よく言われる

「規模の効果」を示す。この直線性からの歪み、下

に凸か、上に凸かの強さは１人当たりの値の変動係

数の増大をもたらすことになる。このような「規模

の効果」を簡潔に表現する指標は、両対数変換を

行って線形回帰した直線の傾きであり、回帰直線の

傾きが１より大きいと下に凸であり、１より小さい

と上に凸である。県民所得の「規模の効果」は常に

１より大きく、逆に行政投資の「規模の効果」は

1960年代を除けば１より小さい

。したがって、人

                                                                                                 

 日下部（2003ａ）、pp.75-78。 

 日下部（2003ｂ）、pp.73-74。 

 金井（2006）、p.150。 

口が多い地域は１人当たり県民所得が大きくなり、

１人当たり行政投資の値は人口が少ない地域では大

きくなる。また、地方交付税論議や市町村合併論議

において議論の大きな柱となった公共事業費、基準

財政需要額なども全て人口に対して上に凸の傾向を

示すため、こうした指標は人口が少ない地域が必然

的に大きくなってしまい、単なる統計操作として

「都市対地方の構図」が作られてしまうと指摘して

いる

。また、金井（2006）は、地方交付税制度は

「住民１人あたり一般財源額」を地域間平等の物差

しにしていないと指摘している

。こうした指摘を

踏まえ、多くの研究では１人当たり額が用いられて

いるが、本稿においてはあえて総額のみを用いて分

析を行った。 
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 農業予算は再土木化するか？ 
 

吉 弘 憲 介 

 

   安倍政権下での公共事業費の膨張 

 

 いわゆる、アベノミクスの３本の矢の景気対策と

して、公共事業費の増加が続いている。2012年は復

興目的の増加が目立ったが、2013年は自民党の掲げ

る「国土強靭化事業」の名目のもと、当初予算ベー

スでの公共事業費は2016年予算まで４年連続で増加

となった。特に、2012年から14年の３年間は大きく

伸びており、概ね２兆円程度の増加を見せている

（図１参照）。これは、当初予算ベースで民主党が

かつて削減した額とほぼ同額となり、コンクリート

から人へ、が、人からコンクリートへと明確な逆転

劇の様相を呈している。これを追い風とし、多くの

自治体で公共事業費が増加しており、かつての「土

建国家」を髣髴とさせる財政状態に徐々に移行しつ

つあるとも読み取れる

。 

 こうした状況は、農林水産業予算においても同様

であり、本稿で示していくように同予算における公

共事業費のシェアは徐々に増加しつつある。この背

景には、公共事業全体と同様に、国土強靭化や、防

災・減災の実現、劣化インフラへの対策等が挙げら

れている。その他、ＴＰＰ対策として補正が積み増

される中、公共事業だけでなく広義の土木費のシェ

アは徐々に高まりつつあるといえる。 

 ただし、こうした予算の土木化が現在の最大の問

題である農業の後継者不足にどの程度インパクトを

持つかは疑問も残る。なぜなら、農業農村地域にお

いて、かつてのウルグアイ・ラウンド対策として行

われた事業こそ、こうした公共事業費の増加だった 

 

図１ 国の公共事業費の推移（単位：兆円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）国土交通省（2015）より作成。 

 

 

                                                                                                 

 ただし、補正予算を含めた数値で比較すると、むしろ民主党政権時の方が土木費用は大きい。 
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からである

。近年は、公共事業への風当たりが強

い中、非公共事業費の内部に実質的な建設費用を盛

り込むなど、農業予算における土木化の傾向も複雑

化している。 

 本稿では、農業予算において、予算の「再土木化」

がどのように進行しつつあり、それがいかなる論点

を有しているのかを、農業予算及び農業補助金の分

析を行うことで検討していく。 

 

 

   農業予算全体の土木化傾向 

 

 農林水産省予算について、予算概要に示される公

共事業費と非公共事業の経年変化を見ると、2005年

から2016年まで農業予算全体の規模は縮小傾向にあ

ることが見て取れる（図２参照）。2005年の時点で

総額２兆９千億円程度あった農林水産関係の当初予

算は、2016年の時点で２兆３千億円まで減少してい

る。こうした減少の多くは、特に公共事業費の削減

によって実施されてきたことが図２からも明らかで

ある。非公共事業予算も年によっては漸減している

が、公共事業費では最大の削減となった2010年には

対前年比34％減となった。一方、同時期には非公共

事業費は15％程度増加しており、全体として農業予

算が圧縮される中、公共事業から非公共事業への転

換が図られていることが読み取れる。 

 こうした背景には同時期に民主党政権で進められ

た農業予算の改革が存在している。政権全体のテー

マを「コンクリートから人へ」に定めていた民主党

は、農業予算においてこれを実現すべく公共事業費

の圧縮と、ソフト事業や戸別所得補償の実施により 

 

図２ 農林水産省所管当初予算の推移（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）農林水産省ホームページ「予算決算財務諸表等」各年度予算より作成。 

 

 

                                                                                                 

 農家所得は、公共事業を含めた兼業収入によりようやく、他の産業と比較しても遜色ない程度に向上したことは、

小嶋（2013）などを参照されたい。また、ウルグアイ・ラウンド時における公共事業の増加が、地方財政や農業予算

に及ぼしたインパクトを批判的に検討したものとしては、石原（2008）がある。ウルグアイ・ラウンド対策では、農

業関連を謳いつつ、農村経済や農村生活に関連する設備の建設も相次いだ。これらが、農業農村社会の持続性に寄与

した点は今後もより批判的に検討する必要があると考えられる。 
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非公共事業費の総額を増やしていった

。しかし、

未曾有の災害となった東日本大震災以降、政権交代

の影響も手伝ってこうした傾向は逆転し始めた。災

害復興等で500億円の当初予算増加が2012年で実施

され、2013年はさらに1,000億円の増が実施された。

さらに、補正予算は5,000億円近くが同年の公共事

業費に積み増されている。2013年の増加が国土強靭

化を目的としたものである一方、その後の農業予算

の増加がＴＰＰ対策費となる中、自民党政権下で続

く農業予算の増減傾向は明確に公共事業費の増加と

非公共事業費の減少に彩られている（図２から図４

を参照）。 

 

図３ 当初予算の対前年増減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）図２に同じ。 

 

  

                                                                                                 

 戸別所得補償による農家所得の影響については、小嶋（前掲）及び清水（2013）などを参照されたい。なお、その

評価についてであるが、小嶋はドイツの戸別所得補償制度と比較して、日本では農地の構造改革と集約化を進めずに

直接保障を入れたため、むしろコメ農家にとっては農業所得を減少させる逆機能が生じたと批判している。実際、清

水の統計から見ても、コメ農家の小規模化は解消されず、かつ５ヘクタール以下で耕作する農家は農業所得において

はマイナスになりながらもコメを作る事態となっている。このため、筆者は基本的に農業の土木化を批判するもので

はあるが、現行のまま直接支払制度を行ったとしても日本の農業・農村社会の持続性を高めるかについては疑問を

持っている。 
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図４ 当初補正合計で見る対前年増減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）図２に同じ。 

 

 しかし、2013年などは非公共事業費の補正予算の

額も5,000億円と公共事業費と同額であり、当初補

正合算ベースで見た場合は、依然、非公共事業費が

大きい点を見ると、こうした土木化の影響は限定的

と見る向きもあるだろう（図５参照）。ただし、補

正予算及び当初予算の中にある非公共事業費の大規

模な予算の中には、農業用水や管路の更新、国内木

材を使った公共施設の建設補助など、事実上、土木

費に振り分けられるものも少なくない。そのため、

交付金等を通じた事実上のハード整備予算を非公共

事業費の各内容から読み取ることで分離し、再集計

する作業が必要となる。次節において、同分析を

2015年度の当初及び補正予算について行っていく。 

 

 

図５ 農林水産省所管当初・補正予算の推移（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）図２に同じ。 
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－① 2015年度当初予算の非公共事業関連予算に

ついて 

 前述の問題意識に基づき、2015年予算を参考に非

公共の内実を見ておく。2015年度の農林水産省当初

予算の総額は、２兆3,090億円となっている。この

内、公共事業関連費が6,592億円、非公共事業関連

費が１兆6,499億円となっており、公共事業と非公

共事業の割合はほぼ、３対７となり非公共事業がそ

の大半を占めていることがわかる。非公共事業関連

費の中で最大の予算が計上されているのが、畑や水

田生産の直接支払い制度である経営所得安定対策約

4,100億円であり、実に、非公共関連予算の４分の

１が直接支払い制度によって占められている。これ

に転作補助である水田活用の直接支払い制度（約

2,800億円）、中山間地域向けの日本型直接支払制

度（約800億円）を加えると、非公共事業予算のほ

ぼ半分が農家向け直接支払いに占められていること

がわかる。ただし、残りの約9,000億円の内実には、

必ずしも非公共予算とはいい難いものが含まれてい

る。 

 例えば、230億円が計上されている「強い農業づ

くり交付金」は、その目的が国産農畜産物の安定供

給・輸出拡大のための「共同利用施設等の整備」の

支援となっている。都道府県を通じて、都道府県が

認定した市町村や農業団体が乾燥調製施設、集出荷

貯蔵施設、農産物処理加工施設、生産技術高度化施

設、家畜市場、畜産物処理加工施設、小規模土地基

盤整備、飼料作物作付条件整備などの施設を整備す

る場合の２分の１補助がその実態であり、非公共事

業とされてはいるものの、出口の実態はハード整備

に用いられている。 

 森林・林業再生基盤づくり交付金（27億円）や強

い水産業づくり交付金（35億円）、次世代施設園芸

導入加速化支援事業（20億円）、農林漁村活性化プ

ロジェクト支援交付金（61億円）なども、同種の事

業となり、ハード事業がその主たる目的に挙げられ

た補助となっている。また、民間団体への補助とし

ては、畜産業者の機械設備・施設整備向け補助（補

助率２分の１）である「畜産収益力強化対策」（75

億円）もハード面の対策となっている。 

 以上のような形でハード事業向けに計上されてい

る予算を合計すると、その規模は500億円程度とな

り、農林水産省の計上する非公共事業の３％程度と

なる。ただし、これらは補助率２分の１のものが多

く、実際の事業面では農林水産関係の施設整備は自

治体からの支出分を含めると1,000億円規模に膨ら

む。このように、非公共事業予算といっても、実際

には施設整備奨励型の補助金であることも少なくな

く、この点を無視してソフト事業の増加が起きてい

ると一概にはいえない状況があるといえる。ただし、

その規模は先に見たように限界的な額ともいえ、全

体の傾向から見れば自民党政権においてもソフト事

業が重視されているとの評価もありえよう。しかし、

予算を分析する上では、当初予算のみでは不十分と

いえ、補正予算を加えて予算全体で見なくてはその

実態を明らかにしたとはいえない。このため、次項

において、2015年度補正予算についてその内実を見

ていくことで、当初・補正全体の予算の中で土木化

の実態を明らかにしていく。 

 

－② 2015年度補正予算における非公共関連予算

について 

 2015年補正予算4,008億円の内、公共事業予算は

1,448億円、非公共事業予算は2,560億円であり、額

面だけ見ると非公共事業の割合が大きく土木化して

いるとはいい難い。すでに指摘した通り、非公共事

業予算にも施設整備を目的としたものは少なくない

ため、この点を検証する上で、補正予算の中身を精

査していく。 

 505億円がつけられている「産地パワーアップ事

業」予算を見ると、同予算の目的は、「昨年（2014

年）の環太平洋パートナーシップ協定の大筋合意を

踏まえ、水田・畑作・野菜・果樹等の産地が創意工

夫を活かし、地域の強みを活かして起こすイノベー

ションを促進することにより、農業の国際競争力の

強化を図る必要がある。このため、地域の営農戦略

に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を

総合的に支援する（カッコ内筆者）」とある。 

 同目的を達成するために補助対象となる内容は、

1)整備事業、2)生産支援事業、3)効果増進事業の３

つに分類され、この内整備事業については穀物乾燥

貯蔵施設などを含む農業関連設備の建設のための補

助金となっている。農地整備でなく農業設備の建設

整備に向けた予算であるが、基金化項目となってお
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り種類としては非公共事業予算に振り分けられてい

る。 

 また、610億円計上されている畜産・酪農収益力

強化整備等特別対策事業についても、その使途の中

に施設整備が計上されている。木材分野で290億円

が計上される合板・製材生産性強化対策事業、225

億円が計上されている水産業競争力強化緊急事業も

同様に（内施設整備には60億円を充当予定）、その

目的の中に各種の関連施設整備に対する補助が含ま

れている。基金化により支出が多年度に渡ることが

想定され、かつ、他の目的にも支出される可能性が

あるが、少なくともこうした事業予算を「非公共事

業予算」として無批判に評価することは出来ないで

あろう。 

 こうした施設整備目的を含みつつ、非公共事業予

算に算入されている予算項目は、全体で見ると

1,805億円に上る。すなわち、補正予算における非

公共事業予算の８割近くが施設整備に関連した予算

となっている。仮にこうした予算の半分が施設整備

に使われることで事実上ハード事業支援となった場

合には、補正予算によるほぼ半分がハード事業関連

予算となり先ほどの対比の評価を大きく覆す可能性

もある。以上のような分析を考えると、非公共事業

予算という形で計上されている総計を、そのまま額

面通り受け取ることは難しい。 

 これらの施設整備の必要性については、事業に

よって実施された個別の事業内容を精査する必要も

あるが、事業ごとに施設が分立する危険性をここで

は指摘しておきたい。例えば、農業と林業など近接

分野の施設を個々に建ててしまうと、用地買収や設

計段階の設備の二重性など、効率的な公共施設の管

理運営に支障をきたす可能性がある。かつて、個別

補助事業を包括的な補助に直すことでこうした問題

を解決しようとする動きもあったが、農林水産業予

算の現在の状況を見る限り、むしろ補助自体は先祖

がえりの傾向にあるとさえいえるかもしれない。こ

れらの内容をより深めるため、次節において、予算

書からさらに個別の補助事業を切り出して、農業予

算の土木化の傾向について考察を行っておく。 

 

 

   2000年代農林水産省所管補助金に見る特徴 

 

 農林水産省所管補助金の傾向として、1990年代に

は当初予算ベースで２兆円程度あったものが、2000

年代入り、およそ5,000億円程度減の１兆５千億円

弱で推移している。補正後の数値を見ると、東日本

大震災などの影響から一時的に補助金総額が膨らむ

時期もあるが、基本的に単年度で1,000億円弱積み

増しされている。 

 当初予算段階で農林水産省所管補助金が補助金全

体に占める割合も、1990年度には20％を超えていた

が、2015年度段階では７％程度までに落ち込んでい

る。絶対額、相対規模いずれも減少低下傾向にある

といえる。総額に対する割合も、1990年度には１割

程度の規模を持っていたが、2015年段階ではほぼ半

減している。ただし、絶対額では農林水産省予算の

総額は、1990年度と2000年代の規模はそれ程変化が

ない。 

 農林水産省所管の補助金の種別内訳を見ると、

1990年代には補助金が全体の40％あったものが、

2015年には20％台前半まで低下し、代わりに交付金

が上昇している。90年代の補助金の中心はウルグア

イ・ラウンド対策などが中心とされており、これら

が減少する一方、2000年代には交付金が増加する。

その多くが、民主党政権下で実施された農家への直

接支払い制度となっているのは前節でも見た通りで

ある。 

 このように、兼業を含め農家所得を支えるために

土木業を中心とした農業補助金のあり方は、2000年

代に入り、外見的には方針転換したといえる。しか

し、その内容は先にも述べたように必ずしもソフト

事業といい切れないものも含んでいる。農林水産省

が直接にハード整備を行わずとも、補助先の事業が

ハード整備を中心としたものは少なくないのである。

例えば、2015年度予算を見ると、依然、大きいハー

ド関係の補助金のあり方がうかがえる。表１に示す

ように、単独の補助金で見た場合の2015年度の上位

５つの項目の内、１位、２位、４位は基本的に農業 
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図６ 農林水産省所管補助金の推移（単位：10億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）『補助金総覧』各年版より作成。 

 

図７ 農業農村基盤整備事業推移（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）図６に同じ。 
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図８ 農林水産省所管補助金補正後額の推移（単位：10億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）図６に同じ。 

 

表１ 2015年度当初予算における農林水産省所管補助金のランキング 

 

 補  助  名 
補助額 
（千円）

主な使途 交付団体 
農林水産省補助金
合計に占める割合

１位 農業競争力強化基盤整備事業費補助 40,910,875 ハード整備 都道府県等 11.4％ 

２位 
農村地域防災減災事業費補助・地方公共
団体分 

26,781,000 ハード整備 都府県等  7.4％ 

３位 農業経営対策事業費補助金 19,798,647 ソフト事業 民間団体等  5.5％ 

４位 農地集積・集約化対策整備費補助金 10,000,000 ハード事業 都道府県等  2.8％ 

５位 
農地集積・集約化対策地方公共団体事業
費補助金 機構集約協力金交付事業費

9,000,033 ソフト事業 機構・民間団体等  2.5％ 

出所）『平成27年度 補助金総覧』（2015）より作成。 

 

基盤整備に関係する土木事業への補助金によって占

められている（当初予算ベース）。 

 １位の農業競争力強化基盤整備事業費補助は、農

地集約及び水利管理に関係する事業費補助金である。

農地集約等の政策方針に適合する農地に対するＩＣ

Ｔ等を利用した効率的な水利システムの整備や、管

路のパイプ化等の事業を促進するために、地方自治

体及び土地改良区等に交付される補助金である。補

助率は、100分の55・50・45の３段階である。予算

補助では定額補助も設けられている。 

 同補助金は補正を含めた前年予算よりも増額され

ており、多くのソフト事業が減少傾向にある中、重

点化されている印象を与える。こうした状況は、同

補助金のみでなく、その他前年比増の補助の多くが

土木事業によって占められている（表３参照）。 

 ４位の農地集積・集約化対策整備費補助金は、

2015年度新設補助金である。ここにも、土木偏重の

傾向を読み取ることが可能である。農地集約事業は

2009年度から開始されたものであるが、これまでの

中心は農地集約に応じた農家や農地集約のための専

門機関への補助など、主にソフトを中心としたもの

であった。この総額を削り、新設された同補助金は

農地集約という目標を掲げているものの、その具体

的事業内容は集約化を目的とした灌漑事業等の土木

事業補助であり、交付団体も都道府県が対象となっ

ている。ちなみに、上位５つの内、ハード事業に対

する補助金が農林水産省補助金全体に占める割合は、

20％を超えており、ソフト事業のほぼ倍となってい

る。 

 さらに、農業所得向上のための６次化事業などの
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表２ 上位５位の補助金に関する詳細（単位：千円） 

 
所管・組織・
科目区分 

積算内訳 
国庫補助率 地方公共団体負担分 その他 

負担額 
合 計 

交付対象 

補助率 予算額 都道府県 市町村 補助事業者 間接事業者

農業競争力
強化基盤整備
事業費補助 

  40,910,875 12,116,532 7,613,597 5,143,299 65,784,303   

 
地方公共団
体分 

 30,963,962 12,116,532 7,613,597 4,485,765 55,179,856 
都道府県市
町村 

市町村民間
団体等 

 (イ)法律補助 
55/100・50/100・ 
45/100 

19,173,576 10,364,526 4,110,071 3,015,592 36,663,765   

 (ロ)予算補助 
55/100・50/100・ 
45/100・定額 

11,790,386 1,752,006 3,503,526 1,470,173 18,516,091   

 
その他法人
分 

    

 (イ)予算補助 
55/100・50/100・ 
定額 

9,946,913 657,534 10,604,447 
都府県土地
改良区等 

土地改良区
農業公社等

農村地域防
災減災事業費
補助 

     

 
地方公共団
体分 

 26,781,000 16,305,213 4,487,774 767,145 48,341,132 都府県 
市町村土地
改良区等 

 (イ)法律補助 
55/100・50/100・ 
45/100・１/３ 

20,890,515 13,591,788 3,916,839 552,876 38,952,018   

 (ロ)予算補助 
55/100・50/100・ 
２/３定額 

5,890,485 2,713,425 570,935 214,269 9,389,114   

農業経営対策
事業費補助金 

  19,798,647 19,798,647   

農業経営対
策事業費推進
費補助金 

(イ)予算補助 
定額・２/３・ 
１/２ 

19,798,647 19,798,647 民間団体等  

農地集積・集
約化対策整備
費補助金 

     

農地集積・
集約化対策整
備費補助金 

  10,000,000 136,280 1,460,918 11,597,198   

 
農地耕作条
件改善事業 

    

 
(イ)地方公共団
体分 

８/10・６/10・ 
5.5/10・１/２・ 
定額 

5,967,909 136,280 1,460,918 7,565,107 
都道府県市
町村 

 

 
(ロ)その他法人
分 

８/10・６/10・ 
5.5/10・１/２・ 
定額 

4,032,091 4,032,091 
土地改良区
等 

 

農地集積・集
約化対策地方
公共団体事業
費補助金 

  17,528,595 2,542,091 20,070,686 都道府県 

市町村、農
地中間管理
機構、都道
府県農業会
議、農業委
員会 

農地中間管
理機構事業費 

 
定額・１/２・ 
６/10 

5,746,995 2,542,091 8,289,086   

機構集約協
力金交付事業
費 

 定額 9,000,033 9,000,033   

機構集積支
援事業費 

  2,781,567 2,781,567   

 
農業委員会
分 

定額 2,699,035 2,699,035   

 
都道府県農
業会議分 

定額 82,532 82,532   

出所）表１に同じ。 

 

表３ 2015年度当初予算で前年度比較増となっている補助金項目の一覧（単位：千円） 

 
所管・組織・ 
科目区分 

積算内訳 
国庫補助率 地方公共団体負担分 その他

負担額
合 計

交付対象 
その他

対前年
増減率補助率 予算額 都道府県 市町村 補助事業者 間接事業者 

果実等生産出
荷安定対策事
業推進費補助
金 

 5,420,133  5,520,000 3,204 5,523,204   2％

同 公益法人分 5,420,133 

定額・定額 
(１/２)・ 
６/10・ 
１/２・ 
１/３ 

756,579 3,204 759,783 
公益財団法
人中央果実
協会 

 -86％

同 
その他法人
分 

0 定額 4,763,421 4,763,421 生産者団体 
※27年
度新設
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所管・組織・ 
科目区分 

積算内訳 
国庫補助率 地方公共団体負担分 その他

負担額
合 計

交付対象 
その他

対前年
増減率補助率 予算額 都道府県 市町村 補助事業者 間接事業者 

同エコフィー
ド緊急増産対
策事業費補助
金 

 88,869  169,600 10,988 180,588 民間団体等  91％

同 公益法人分 19,330 定額 24,391 24,391   26％

同 組合分 69,539 
定額・ 
１/２ 

145,209 10,988 156,197   109％

緊急食糧支援
事業費補助金 

 8,572,487 定額 8,693,982 8,693,982 
公益社団法
人国際農林
業協働協会 

 1％

株式会社日本
政策金融公庫
補助金 

 53,272  58,027 58,027 
株式会社日
本政策投資
銀行 

 9％

 
職員設置
費 

24,863 定額 26,237 26,237   6％

 事務費 28,409 定額 31,790 31,790   12％
農地集積・集
約化対策事業
費補助金 

      

農地中間管
理機構事業費 

 1,212,338  1,471,490 1,471,490   21％

 
公益法人
分 

1,082,394 定額 1,303,735 1,303,735 

公益社団法
人全国農地
保有合理化
協会 

 20％

 
その他法
人分 

129,944 定額 167,755 167,755 民間団体  29％

農業生産基盤
保全管理・整
備事業費 

 8,402,560  8,438,175 7,183,626 1,989,374 6,176,559 23,787,734   0％

諸土地改良事
業費補助 

 411,465  419,673 233,167 7,300 725,840   2％

諸土地改良
事業費補助 

 133,000  144,000 21,000 7,300 238,000   8％

 
地方公共
団体 (イ)予
算補助 

0 １/２ 21,000 21,000 42,000 都府県  

 
その他法
人分 

133,000 
定額・ 
１/２ 

123,000 7,300 196,000 民間団体  -8％

土地改良融
資事業等指導
監督費補助 

 278,465  275,673 212,167 487,840   -1％

 
地方公共
団体分 

214,959 
１/２・ 
１/３ 

212,167 212,167 424,334 都府県 
土地改
良区等

-1％

 
その他法
人分 

63,506 定額 63,506 63,506 民間団体  0％

土地改良施設
管理費補助 

 7,815,293  8,018,502 6,950,459 1,989,374 6,103,559 23,061,894   3％

国営造成施
設管理費補助 

 2,880,090 

１/２・ 
４/10・ 
１/３・ 
３/10 

3,054,096 3,035,209 1,092,646 1,713,219 8,895,170 都府県 市町村 6％

土地改良施
設維持管理適
正化事業費補
助 

 4,935,203  4,964,406 3,915,250 896,728 4,390,340 14,166,724   1％

 
適正化事
業 

3,296,831 ３/10 3,296,831 3,166,985 4,352,494 10,816,310 
全国土地改
良事業団連
合会 

 0％

 
技術管理
事業 

1,638,372 
６/10・ 
１/２・ 
３/10 

1,667,575 748,265 896,728 37,846 3,350,414 都府県 
市町村
土地改
良区等

2％

農業競争力強
化基盤整備事
業費 

 44,700,583  45,032,875 12,116,532 7,613,597 5,143,299 69,906,303   1％

農業競争力強
化基盤整備事
業費補助 

      

農業競争力
強化基盤整備
事業費補助 

 40,734,583  40,910,875 12,116,532 7,613,597 5,143,299 65,784,303   0％

 
地方公共
団体分 

30,916,012  30,963,962 12,116,532 7,613,597 4,485,765 55,179,856 
都道府県市
町村 

市町村
民間団
体等 

0％

 (イ)法律補助 18,566,162 
55/100・ 
50/100・ 
45/100 

19,173,576 10,364,526 4,110,071 3,015,592 36,663,765   3％

 (ロ)予算補助 12,349,850 

55/100・ 
50/100・ 
45/100・ 
定額 

11,790,386 1,752,006 3,503,526 1,470,173 18,516,091   -5％

 
その他法
人分 

     

 (イ)予算補助 9,818,571 
55/100・ 
50/100・ 
定額 

9,946,913 657,534 10,604,447 
都府県土地
改良区等 

土地改
良区農
業公社
等 

1％

後進地域特例
法適用団体補
助率差額 

 3,966,000 定率 4,122,000 4,122,000 道県  4％

出所）表１に同じ。 
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予算は、対前年当初予算ベースでも２割程度減少し

ており、ソフト事業の相対的地位の低下をうかがわ

せる事態となっている（図９参照）。こうした土木

事業による農地整備により、現在、課題とされてい

る農業問題の解決に結びつくかいくつかの点で疑問

が浮かぶ。 

 基盤整備を通じた農地整備は、基本的にそれによ

る生産性の上昇を目指すものであるが、すでに、日

本の農業生産規模はピークシフトしており、農家数

が減少する中で、こうした土木整備がどれだけ後年

の農業や農村、農家の持続可能性を高めるか大いに

疑問といえる。また、こうした整備事業はすでに膨

大な批判にさらされてきた事を思い起こしても、農

業補助のあり方として、土木整備への傾斜が合理的

理由を持つか、個別のケースは別にしてマクロ的に

は疑念を呈さざるをえない。近年の資材価格の高騰

や土木整備事業の入札不成立等を加味すると、さら

に、こうした補助の持つ意義がどれ程あるのか、実

態を通じて批判的に扱う必要があると考えられる。 

 この他、2015年度予算では米の所得補償政策や収

入減少政策に関する補助が削られる一方、収入保険

制度等の準備予算が拡充されている。農業信用保証

関連事業が新設されるなど、農家への貸付政策等に

ついては若干の拡充が目指されている。直接補助か

ら、各農家の個別のリスクへのシフトを意図した金

融面の活用が目指されていることがうかがえる。 

 

 

   農業予算は土木化しているか 

 

 以上の考察を踏まえて、近年の農業予算がソフト

でなくハード面（土木化）を重点化しつつあるかに

ついてまとめておきたい。2015年度予算を中心に検

討した結果、公共事業と非公共事業で分けられた当

初・補正の規模では非公共事業が全体の70％であり、

一見ソフト面が重視された予算編成になっているよ

うにうかがえる。しかし、非公共事業の中には、施

設整備を中心とした地方自治体や農業団体向けの補

助・交付金事業が含まれており、これらの内容を考

慮した結果、ソフト、ハード事業で見直すと40％程

度がハード整備に向けられていることがわかった。

また、近年の予算の増減を見ると、公共事業予算の

増加幅が、非公共事業予算のそれを上回り、外形的

にもハード整備が重視される姿が見えてくる。 

 2015年度の補助事業の内容を見ても、補助金の上

位はハード整備が中心であり、対前年比で増加した

ものを抜き出しても、多くが同様のものとなってい

る。一方、農業のソフト面では、民主党時代から継

続されている直接支払い制度が中心となり、農業者

の所得向上策としてとられている６次産業化関連な

どのソフト事業は徐々に減少しつつあることも明ら

かとなった。 

 

図９ ６次産業化補助金額の推移（単位：10億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）図６に同じ。 
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 近年、自民党の農業政策はもっぱら、かつての公

共事業偏重や再分配的性格への批判を強め、「稼げ

る農業」への転換を謡う方向へと舵を切りつつある

とされる。施設整備についてもこれらのキーワード

は重視されており、農業所得の上昇や稼げる農業の

実現のために各種設備の支援を打ち出しているとも

読み取れる。しかし、こうした道はかつてのウルグ

アイ・ラウンド対策で通った道でもある。当時、農

業の自由化対策として、国地方を挙げて行われた農

業関連設備や農地向け公共事業により使われた額は

事業６兆100億円、国費２兆６千億円に上る。その

53％が直接的な公共事業費であり、大半をハード整

備に用いた。近年の農業予算の土木化の背景にも、

ウルグアイ・ラウンド対策事業におけるいくつかの

性質を如実に読み取ることができる。例えば、石原

（2008）は、ウルグアイ・ラウンド対策における公

共事業予算の多くが、補正予算を通じて供給され当

初予算では非公共事業予算が大半を示したことを指

摘している。これは、ＴＰＰ対策として計上されて

いる2015年補正予算と通じる性格を持っている。し

かし、ウルグアイ・ラウンド対策における公共事業

は当時の世論から「ばら撒き」「つかみ金」との批

判を巻き起こし（細谷 1997）、結果として地方財

政の動員を招き始める。特に、農業土木事業に対す

る地方債充当率の引き上げや、都道府県による土地

改良事業に対する基準財政需要の引き上げなど、地

方債、地方交付税というツールを通じての誘導が実

施された（石原 前掲）。 

 財政制約が当時よりも強まる中、ＴＰＰ対策事業

が同じく土木事業を中心に国が地方を誘導する形で

再度強まるかは、慎重な検討を必要とするが、地方

交付税の政策誘導の側面が強まってきている点を考

えると分権からきわめて逆行した形を再度とらない

とは断言できない。また、ウルグアイ・ラウンド対

策時における事業の重点部分も、農地集約、農業経

営の経営力向上、中山間地域対策であったことを思

い起こすと、そうした文脈が、今般のＴＰＰ対策事

業目的と重なる点も大きな危険性をはらんでいる。

10年間６兆円を投じて行った事業が、これらの課題

を解決しうるものであったら、今般のＴＰＰ対策な

ど不要といえたのではなかろうか。 

 個別の事業が持つ効果をここで丁寧に取り上げる

ことはしないが、少なくとも農業統計から見る日本

の農業の今後が持続可能なものかは依然、不透明と

いわざるをえない。減少する農業人口と高齢化する

就業者、また、横ばいで推移する農家の農業所得を

見ても、つぎ込まれた予算が自民党の掲げる「強い

農業」につながったかは大いに疑問が残る。確かに、

日本の農家所得は非農業所得に依存することで他の

産業と同等以上の世帯収入を実現したことは事実で

ある。しかし、皮肉にもそれは農業という産業その

ものの稼得所得の弱体化につながった。その反省か

ら、直接支払い制度など農業の本業面における稼得

所得の強化を目的とした政策が、民主党政権下で実

現したのであった。ただし、直接支払い制度に対し

ても種々の批判が存在し、自民党政権下ではこれら

の直接支払い制度は将来的には廃止することを前提

に、暫定的に額を減らしながら続けられている。そ

して、その背後で徐々に土木関連予算が再び強化さ

れつつあるといえるだろう。農協の解体を進め、こ

れまでの再分配的農政から転換するとしつつも、そ

の一方で緩やからながらも増額や強化されつつある

ハード事業を前に、日本の農政は「新しい皮袋に古

い酒を注ぐ」がごときものとなりつつある。その先

に、持続可能な農業と、それを支える農村地域の生

き残りが、今後きわめて危ぶまれることは間違いな

いといえよう。 
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