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地方交付税の特定財源的性格と 

地域間所得再分配 

 
 

河 野 惟 隆 

 

１．はじめに 

 本稿の目的は，各地方の法人と個人が納める国税のうち，地方交付税に充当

する国税に着目し，しかも，地方毎に着目し，そのうえで，地方交付税による

地域間所得再分配とナショナル・ミニマムの実現とを明らかにすることである。

その際に，事前に，地方交付税と国庫支出金との関係は，国庫支出金で不足す

る分があるとしたら，それを補填するものとして地方交付税が交付される，と

いう，国庫支出金が先ず 初にあり，次に地方交付税がある，という前後の順

序関係として把握することにする。従って，地方交付税は，一般財源ではなく，

国庫支出金と同様に，特定財源であることを明らかにする。 

 さらに本稿では，各地方の法人と個人が納める国税のうち，国庫支出金に充

当する国税に着目し，しかも，地方毎に着目し，そのうえで，国庫支出金によ

る地域間所得再分配とナショナル・ミニマムの実現とを明らかにする。結局，

地方交付税と国庫支出金とは，地域間所得再分配という点で同質であることに

なるが，ただ，両者には，地方交付税の方が国庫支出金よりも，地域間所得再

分配の程度が大きい，という同質ではあるが量的差異があるということを明ら

かにする。両者の代替関係は，異質なものの代替関係ではなく，例えば，国庫

支出金の量的縮小に対応して地方交付税の量的拡大が行われる，というような
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同質なものの量的代替関係である，ということを明らかにする。 

 尚，本稿では，地方分権を，国庫支出金を縮小あるいは廃止し地方交付税を

存続あるいは拡大することではなく，地方交付税それ自身を廃止すること，そ

の際に地方交付税に充当されていた国税を地方税に移管すること，つまり，受

益と負担との乖離を存続させずに一致を図ること，そして，ナショナル・ミニ

マムではなく，各地方で異なる水準の公共サービスを実現すること，と定める

ことにする。かような前提で論を進めることにする。 

 以上のような試みをなす所以は，地方交付税に関する通説に対して，私が疑

問を抱くからである。そこで本稿では，地方交付税に関する諸論稿を検討し，

それによって以上のような点を明らかにすることにする。諸論稿は表現こそ異

なるが，同工異曲であり，その限りで通説と言ってよい。通説ならば，一括し

て論ずればよさそうに思われるが，通説は通説であるが故に，極めて強靭であ

り，その検討も一筋縄では行かない。一括して論じたのでは私の疑問など吹き

飛ばされかねない。そこで以下では，地方交付税論の検討――その１――，―

―その２――，等々として，諸論稿を個別に検討することにする。 

 通説に対する 大の疑問は，各地方の法人と個人が納める国税のうち，地方

交付税に充当される国税について，地方毎に着目していない点に対してである。

通説が，地方交付税を一般財源と解している点に対しても疑問を抱くが，後者

の疑問は，前者の疑問に比べれば，二次的な疑問でしかない。と言うのは，国

庫支出金が廃止され地方交付税のみが存在することになれば，後者の疑問は無

くなるものであるが，その際にも，前者の疑問は依然として残存するものだか

らである。 

 諸論稿は表現上の差異があるだけで基本的には同工異曲であり，従って検討

の順序は考慮の必要はないので，以下では，各節では，諸論稿の公刊の年代順

に早いものから検討することにする。ただ，同じ年のものについては，説明の

便宜の観点から検討の順序を定め，月日順には従わないことにする。各節にお
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いては， 初に諸論稿を掲げ，その後で検討することにするが，その際に，引

用文は可能な限り括弧で示すことにする。 

２． 地方交付税論の検討 ――その１―― 

 

2‐1 ネットの地方交付税の逆交付税的性格 ――地方交付税による地域間所

得再分配―― 

 結論から先に言えば，上記の主張とは逆が正しい。と言うのは，「東京都を

除く全府県に，そして市町村では 153 団体以外のすべてに交付税が交付されて

いること」によって，つまり，「ほとんどすべての地方公共団体が交付税の交

付を受けるような状況」において，「常識で考えても正常な財源移転システム

であろう」「上位 2 割が逆交付税を納付し，下位 2 割が交付税の交付を受けて

いるというようなものが」事実上，実現されているからである。すなわち，経

済力の高い地方でも地方交付税を受けているが，この地方の法人と個人が納め

ている国税のうち，地方交付税に充当される分は，前者の地方交付税を上回り，

 ともかく，例えば平成７年度では東京都を除く全府県に，そして市町村で

は 153 団体以外のすべてに交付税が交付されていることは，この制度がいか

に異常な制度であるかを示している。今日のようにすでにかなり高い行政の

水準になり，ナショナル・ミニマムというべき水準はすでに達成されている

ものと考えれば，国から地方へのそれほど大きな資金移転が必要とは思わな

い。 

 そもそも，ほとんどすべての地方公共団体が交付税の交付を受けるような

状況は，地方財政制度の欠陥を示している以外の何ものでもない。上位 2 割

が逆交付税を納付し，下位2割が交付税の交付を受けるというようなものが，

常識で考えても正常な財源移転システムであろう。（吉田和男 [1998] 222

頁） 
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この上回る分については，「上位 2 割が逆交付税を納付し」ている「というよ

うな」ものであり，他方，経済力の低い地方でも，地方交付税を受けつつ，同

時に他方で，地方交付税に充当される国税をこの地方の法人と個人は納めてお

り，ただ，その際，地方交付税が，国税を上回るが，この上回る分については，

「下位 2 割が交付税の交付を受けるというようなもの」なのである。かくして，

現行の地方交付税制度は，「この制度がいかに異常な制度であるかを示してい

る」のでもなければ，又，「地方財政制度の欠陥を示している以外の何もので

もない」のでもなく，逆に，「常識で考えても正常な財源移転システムであろ

う」ということになるのである。地方毎に，その地方が納める，地方交付税に

充当される国税を視野の外に置けば，現行の交付税制度は「異常な制度」に見

えるが，これを考慮すると，「常識で考えても正常な財源移転システムであろ

う」ということになるのである。「常識で考えても正常な」地域間所得再分配

であるということになるのである。 

 仮に，「今日のようにすでにかなり高い行政の水準になり，ナショナル・ミ

ニマムというべき水準はすでに達成されている」という認識が正しいとしても，

「東京都を除く全府県に，そして市町村では 153 団体以外のすべてに交付税が

交付されていることは」，ナショナル・ミニマムを凌駕する水準を達成するこ

とを意味するのではなく，丁度，ナショナル・ミニマムを達成することを意味

するのである。同じく，「国から地方へのそれほど大きな資金移転」も，ナシ

ョナル・ミニマムを凌駕する水準を達成するためではなく，丁度，ナショナル

・ミニマムを達成するためなのである。すなわち，経済力の高い地方への地方

交付税は，その地方の法人と個人が納める，地方交付税のための国税のうち，

受けた地方交付税の相等額をいわば回収したものでしかなく，その限りで，ネ

ットでは資金移転されたものではなく，又，経済力の低い地方への地方交付税

のうち，その地方の法人と個人が納めた，地方交付税のための国税の相等額は，

その国税をいわば回収したものでしかなく，その限りで，ネットでは資金移転
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されたものではない。「国から地方へのそれほど大きな資金移転」の中には，

このようなネットでは資金移転とは言えないものも含まれており，ナショナル

・ミニマムを凌駕する水準を達成するための資金移転は行われていないのであ

る。先には，地方毎に，地方交付税と，その地方の納めた国税との関係におい

て，何れかが上回る場合に，その上回る分を考えたが，ここでは，何れかの相

等額を考慮したのである。 

 ともあれ，地方毎に，地方交付税だけでなく，地方交付税のために納めた国

税を考慮すれば，現行の「ほとんどすべての地方公共団体が交付税の交付を受

けるような状況は」「ナショナル・ミニマムというべき水準」を達成するため

に，「上位 2 割が逆交付税を納付し，下位 2 割が交付税の交付を受けるという

ようなものが」事実上，実現されている，と言ってよく，その限りで，現行の

交付税制度は「常識で考えても正常な財源移転システムであろう」と言ってよ

い。「常識で考えても正常な」地域間所得再分配であると言ってよい。もちろ

ん，このような地方交付税制度が是か非かは独立に別に論ぜられる問題である。 

３．地方交付税論の検討 ――その２―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方交付税交付金はどうでしょう。交付税制度についてはさまざまなご批

判やご不満がありまして，いろいろと細かな改革を行わなければならないこ

とが多々あります。しかし，地方交付税制度という制度は要らないと言われ

る方はほとんどいないはずです。この制度なしに日本の地方公共団体は仕事

ができません。地方税だけでお金を徴収しなさいということになれば，東京

都とか神奈川県，そしてその区や市町村という大都市圏では地方税で徴収で

きるかもしれません。しかし，ほとんどの県，大半の市町村はとても地方税

だけでは，必要なだけの金額を徴収することは不可能です。それだけ，課税

対象となる資産とか，所得とか，消費とかが東京圏等へ一極集中している，

税源が偏っているということです。それでは，日本の地方公共団体はほとん
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3‐1 地方交付税による地域間所得所得再分配に対する経済力の高い地方の賛

否（その 1）  

 「お金のあるところから国税として集めてきたものを地方に配分し，財政力

の格差を埋めなければ，全国の都道府県や市町村にこれだけの仕事をして下さ

いとお願いしているものが実行不可能になるわけです」。 

 しかし，かような認識は，厳密に言えば，誤りである。「お金のあるところ

から」だけでなく，お金のないところからも，「国税として集めてきたものを

地方」だけでなく，地方と対置される都会にも，「配分をし」，その際に，「お

ど成り立たないわけですから，お金のあるところから国税として集めてきた

ものを地方に配分し，財政力の格差を埋めなければ，全国の都道府県や市町

村にこれだけの仕事をして下さいとお願いしているものが実行不可能にな

るわけです。ですから，交付税制度についても細かな制度の改革はいろいろ

と必要ですが，これがそもそもやめられるなどということを考えている人は

だれもいません。むしろ，もっと充実して下さいというのが多数の地方公共

団体のご意見であろうと思うのです。したがって，この地方交付税交付金も

残ってしまうということになります。 

 そうすると，いじれる可能性があるのは，国庫補助負担金です。これは本

当にいまの形が一番いいのか，いろいろと議論があります。国からの補助金

が出てきて，県のお金が継ぎ足され，市町村のお金が継ぎ足されて道路行政

がなされるとか，学校行政がなされるとか，福祉施設が造られるとかしてい

るのですが，結局お金を使うのが都道府県なり市町村なのであれば，初めか

ら地方にそれだけのお金をくれたらいいのではないかと。なぜ一度国に入れ

て，国がありがたそうに下され物をくれるように与え，こちらは頭を下げて

もらってこなければいけないのだろうか。 

（西尾 勝 [1999] 146‐147 頁） 
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金のあるところ」の都会へは「国税として集めてきたもの」を下回る「配分を

し」，他方，お金のないところの「地方」には「国税として集めてきたもの」

を上回る「配分をし」，差し引きしたネットで「財政力の格差を埋めなければ」，

というのが正しい。尚，地方公共団体なり地方財政なり，さらに地方交付税そ

して地方分権の地方には，東京・神奈川・埼玉・千葉や京都・大阪・兵庫そし

て愛知などの，いわゆる都会も含まれるのであるから，地方交付税を論ずる際

に，地方という用語を，いわゆる都会に対置されるものとして用いるのは，不

用意であり，かような用語法が内容の誤りを惹起させているようにも思われる。 

 「全国の都道府県や市町村にこれだけの仕事をして下さいとお願いしている」

と書いて，あたかも，「都道府県や市町村」と独立の人々が存在して，そのよ

うな人々が「して下さいとお願いをしている」と認識している。しかし，その

ような人々は空中楼閣に住む神々であり，実在していない。そのような認識は

現実の政治過程の省察を欠落させた没政治的なものでしかない。なるほど，直

接的には，国の中央省庁のうち，総務省が，地方公共団体としての「都道府県

や市町村にこれだけの仕事をして下さいとお願いをしている」のは否定しえな

い事実である。しかし，「これだけの仕事」は国会で決定されており，国会議

員は，単なる地方としての「都道府県や市町村」から選出されている。結局，

単なる地方としての「都道府県や市町村」の人々が，国会議員を通して，「こ

れだけの仕事」を決定し，その決定に基づいて，総務省そして地方公共団体と

しての「都道府県や市町村にこれだけの仕事」を，単なる地方としての「都道

府県や市町村」の人々に行わせているのである。人々が自ら決定したことを自

らに行っているのである。かような事態を，「して下さいとお願いしている」

とは，到底言えないように思われる。 

 ただ，「財政力の格差を埋め」ることに対して，お金のないところの人々は

多数が賛成だろうが，「お金のあるところ」の人々の間には少なからず反対者

が存在すると思われ，「これだけの仕事をして下さいとお願いしている」どこ
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ろではなく，しないで下さいとお願い，するようになるかもしれないのである。

現状では，いわゆる都会と，それと対置される限りでの地方との間に，国会議

員の選挙において票の重さに格差があることも相俟って，「お金のあるところ」

の人々の意志が国会の決定に反映されていないようにも思われるのである。 

 

3‐2 地方交付税による地域間所得再分配に対する経済力の高い地方の賛否

（その 2） 

 交付税制度が「そもそもやめられるなどということを考えている人はだれも

いません。むしろ，もっと充実して下さいというのが多数の地方公共団体のご

意見であろうと思うのです。したがって，この地方交付税交付金も残ってしま

うということになります」。 

 しかし，「だれもいません」とか，「多数の……御意見だろう」とか，「残

ってしまう」と，断定できる，とは思われない。「やめられる……ということ

を考えている人」が少なからず存在すると思われるし，「もっと充実して下さ

いというのが」多数とも思われないし，そして，結果的に，「地方交付税交付

金も残ってしまう」とは必ずしもならないと思われる。 

 交付税制度が「そもそもやめられるなどということを考えている人はだれも

いません」という事態が生じているのは，地方交付税の対象経費の各行政の支

出水準を，地方税が，厳密に言えば基準財政収入額が，下回るように，現行で

は制度化されているからである。経済力の高い地方の地方公共団体であっても，

交付団体となっているのは，各行政の支出水準を，地方税が，下回るように，

制度化されているからである。換言すれば，地方交付税の財源たる国税の分だ

け，地方税が低くなるように，制度化されているからである。 

 この地方交付税と，地方交付税の財源たる国税との関係は，つまり，地方交

付税に関する受益と負担の関係は各地方においては次のようになっている。各

地方の法人と個人は，国税を納めているが，この国税のうち，地方交付税に充
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当される分を，各地方が納める，地方交付税の財源たる国税，と言うことにす

る。そうすると，経済力の低い地方の地方公共団体は，地方交付税を受けてい

るが，同時に，それを下回るとは言え，地方交付税のための国税を，その地方

の法人と個人は納めてもいる。他方，経済力の高い地方の法人と個人は，地方

交付税のための国税を納めているが，同時に，それを下回るとは言え，その地

方の地方公共団体は地方交付税を受けてもいる。ここにおいては，後者の地方

から前者の地方への所得再分配が行なわれ，それによって，全国同一水準の公

共サービスたるナショナル・ミニマムが実現されている。 

 かような現状に関して，特に経済力の高い地方の人々の間に，「そもそもや

められるなどということを考えている人はだれもいません」，と断定できると

は思われないし，又，そういう人々のうち，「もっと充実して下さいというの

が多数の……御意見だろう」，と断定できるとも思われず，「したがって，こ

の地方交付税交付金も残ってしまうということになります」，とも断定できな

いように思われるのである。 

 交付税制度が「やめられる」とは，受益と負担との乖離を解消し，それらを

一致させること，つまり，各地方の，地方交付税のための国税を，各地方の地

方税に移管し，地域間所得再分配を廃止して，公共サービスに関して各地方独

自の水準のものを実現することである。つまり，かような意味での地方分権を

実現することである。かような地方分権を望ましいと，「考えている人はだれ

もいません」と，断定しうるとは思われないのである。 

 

3‐3 国庫支出金の削減に代替的な地方交付税の拡大 

 「いじれる可能性があるのは国庫補助負担金です」。 

 しかし，地方交付税にも「いじれる可能性がある」。従って上記の認識は誤

っている。本節では，上記で国庫支出金を国庫補助負担金と表していることに

鑑み，後者の用語を使用することにする。 
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 そもそも，「いじれる可能性があるのは，国庫補助負担金です」というのは，

換言すれば，地方交付税には，「いじれる可能性」はない，ということである。

これは，地方交付税と国庫補助負担金とは，異質なものであり，異質なものと

して代替的な関係にある，ということである。しかし，かような認識は誤って

いる。と言うのは，両者は，同質なものであり，差異は量的なもののそれであ

り，代替関係も量的なものであり，そして，相互補完的な前後の順序関係にあ

るからである。すなわち，両者は，地域間所得再分配を通して全国同一水準の

公共サービスたるナショナル・ミニマムを実現する，という点において同質で

あり，ただ，地域間所得再分配の程度が地方交付税の方が国庫補助負担金より

も大きく，この点において両者には量的差異があり，そして，例えば，国庫補

助負担金の削減に対応してその分だけ地方交付税を増加させれば，この代替関

係は，地域間所得再分配の程度を強める，という量的な代替関係にあり，この

代替関係は，国庫補助負担金でも不足する分を地方交付税が補填する，という

両者の前後の順序関係を，前提としているのである。 

 かくして，国庫補助負担金を，いじる，とすれば，それは直ちに地方交付税

の機能に波及効果を及ぼす。地方交付税を，全くいじらない，としても，国庫

補助負担金を，いじる，とすれば，波及効果を及ぼすのである。 

 

3‐4 前後の順序関係としての地方交付税と国庫支出金との関係 ――地方交

付税の特定財源的性格―― 

 「国からの補助金が出てきて，県のお金が継ぎ足され，市町村のお金が継ぎ

足されて道路行政がなされるとか，学校行政がなされるとか，福祉施設が造ら

れるとかしている」。 

 ここでは，あたかも，かようなことは国庫補助負担金によってのみ行われる，

と認識されている。しかし，かような認識は誤りである。と言うのは，地方交

付税によっても，国庫補助負担金と同様に，「道路行政がなされるとか，学校
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行政がなされるとか，福祉施設が造られるとかしている」からである。両者の

違いは，国庫補助金負担金については，いわゆる縦割行政として，中央省庁で

は各省庁から各行政に個別に交付されているのに対して，地方交付税は総務省

から各行政の全体に一括して交付されている点である。しかし，このように交

付の仕方に違いがあったとしても，各行政について，地方交付税も，国庫補助

負担金と同様に交付されるのである。 

 「国からの補助金が出てきて，県のお金が継ぎ足され，市町村のお金が継ぎ

足され」というのは，国からの補助金が県や市町村のお金に継ぎ足され，と表

してもよいので，そのように表すことにすると，この点においても，地方交付

税も，国庫補助負担金と同様である。と言うのは，地方交付税も，県や市町村

のお金に継ぎ足されるからである。 

 ただ，ここで留意すべきは，上記が全く触れていない点であるが，国庫補助

負担金に対して地方交付税が継ぎ足されるということである。つまり，国庫補

助負担金と地方交付税との関係は，国庫補助負担金でも不足する分を，地方交

付税が補填する，という前後の順序の関係にある，ということである。前後の

順序の関係にあるということは，地方交付税でも不足する分を，国庫補助負担

金で補填する，という逆の関係はないということである。かような点は，基準

財政需要額を算出するための単位費用を，標準団体において定める際に，文字

通り必要な費用から，国庫補助負担金を控除している点から，明白である。 

 

3‐5 地域間所得再分配の程度の異なる地方交付税と国庫支出金 

 「結局お金を使うのが都道府県なり市町村なのであれば，初めから地方にそ

れだけのお金をくれたらいいのではないかと。なぜ一度国に入れて，国があり

がたそうに下され物をくれるように与え，こちらは頭を下げてもらってこなけ

ればいけないのだろうか」。 

 このような認識には基本的な欠陥がある。二点ある。一つは，「一度国の金
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庫に入れて」しまう金額と，「初めから地方に……くれたらいい」「それだけ

のお金」とを，同額と認識している点である。総額としては言わば定義によっ

て同額であるが，各地方においては一般には異なる。後者の，「初めから地方

に……くれたらいい」「それだけのお金」は，全国的に一律に補助される。他

方，前者の，「一度国の金庫に入れて」しまう金額については，経済力の高い

地方は多く，逆は逆，である。つまり国庫補助負担金の財源たる国税について

は地方間で異なるのである。従って，経済力の高い地方においては，前者の「一

度国の金庫に入れて」しまう金額が，後者の，「初めから地方に……くれたら

いい」「それだけのお金」よりも，大きく，経済力の低い地方においては，逆

になっている。結局，経済力の高い地方から，低い地方へ，所得再分配が行わ

れているのである。上記は，かような点を認識していない点において基本的に

欠陥があるのである。 

 もう一つの欠陥は，「一度国の金庫に入れて，国がありがたそうに下され物

をくれるように与え，こちらは頭を下げてもらってこなければいけない」もの

としては，国庫補助負担金だけと認識し，地方交付税も同様である点を看過し

ていることである。地方交付税についても，その財源たる国税は，国庫補助負

担金と同様に，「一度国の金庫に入れて」しまうものであり，他方，交付され

るものも，国庫補助負担金と同様に，「初めから地方に……くれたらいい」「そ

れだけのお金」なのである。異なるのは，後者の在り方でしかない。すなわち，

「初めから地方に……くれたらいい」「それだけのお金」が，国庫補助負担金

にあっては全国一律なのに対して，地方交付税にあっては経済力の差に応じて

異なる，という点が異なり，「一度国の金庫に入れて」しまう金額が，地方間

において異なる点は，国庫補助負担金と地方交付税交付金とで同様である。そ

して，経済力の高い地方から低い地方へ地域間所得再分配が行われている点に

おいて，国庫補助負担金と地方交付税とは同じであり，ただ，その程度が，国

庫補助負担金よりも地方交付税の方が大きい，ということでしかない。 
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４．地方交付税論の検討  ――その３―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4‐1 歳出入ギャップと地方交付税・国庫支出金による地域間所得再分配 

 しかし，英仏で「収入面と同じく支出面でも中央政府が責任をもっている」

からと言って，逆に，独米で「収入面でも支出面でも，地方が主導権をもって

いる」から言って，つまり，収入面も支出面も中央政府か地方政府かの何れか

一方が主導権をもつ財政制度をグローバル・スタンダードとして，「わが国の

政府間財政のねじれ現象 

 わが国の財政制度は中央集権的であるといわれている。政府全体の集める

税収のうち，約三分の二は国が徴収し，残りの三分の一を地方が徴収してい

る。他方で，政府支出に占める地方財政の比重は，国と地方の歳出決算・

終支出ベースで約三分の二となっており，地方財政の果たす役割が大きい。

こうした歳入と歳出のギャップを調整するのが，国による地方交付税制度と

国庫支出金などの補助金である。 

 すなわち，各地方公共団体は，地方税，国からの補助金，地方債発行など

から収入を得て，道路建設，社会保障，教育などの目的に支出している。地

方税は，国が地方税法により基本的な枠組み（税率と税目）を決定しており，

しかも地方税収だけでは地方の歳出はまかなえない。地方債については起債

許可制度で統制している。地方譲与税，地方交付税，国庫支出金などの補助

金は国から地方へ配分されるもので，その配分は国が決定する。 

 こうした収入と支出のねじれ現象はわが国独特のものである。イギリスや

フランスも，わが国同様，中央政府の権限が強いが，収入面と同じく支出面

でも中央政府が責任をもっている。逆に，ドイツやアメリカのように地方政

府の権限の強い国では，収入面でも支出面でも，地方が主導権をもっている。

（井堀利宏 [1999] 175‐176 頁） 
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財政制度」における「歳入と歳出のギャップ」を，「ねじれ現象」とか「わが

国特有のものである」と，つまり，望ましくないものと断定しうるのか，疑問

である。「わが国の財政制度」における「歳入と歳出のギャップ」は，地域間

所得再分配によって，つまり，各地方に一般には受益と負担との乖離を生じさ

せることによって，ナショナル・ミニマムを実現しているのであるが，これは，

乏しきを憂えず等しからざるを憂うる，という平等主義に基づいている。どち

らかと言えば，英仏独米は，受益と負担とを一致させる財政制度を採用してお

り，これは，効率主義に基づいていると言ってよいが，この効率主義が先進国

の中では多数によって採用されていることを根拠に，効率主義をグローバル・

スタンダードと定め，他方，平等主義は少数だからグローバル・スタンダード

ではない，と断定しうる権限を有する神々は実在しないように思われるのであ

る。多数か少数かは認識に関わる事柄であるが，多数を是として少数を非とす

るのは各国の国民が決定してよい価値判断に関わる事柄のように思われる。 

 「歳入と歳出のギャップ」を解消する，というのは，各地方の法人と個人が

納める国税のうち，地方交付税と国庫支出金に充当される分を，地方税に移管

し，負担と受益とを一致させ，地方分権を実現する，ということである。これ

によって，経済力の高い地方においては高い水準の公共サービスが実現され，

逆は逆，ということにある。 

 他方，「歳入と歳出のギャップ」を存続せしめる，というのは，経済力の高

い地方では，受けとる地方交付税と国庫支出金よりも，この地方が両者のため

に納める国税の方が大きく，経済力の低い地方では逆になっており，ここにお

いて前者の地方から後者の地方へ所得再分配が行われ，全体としてナショナル

・ミニマムが実現される，というようにするということである。所得再分配が

行われる，ということは，受益と負担とが一致しないことと同値である。 

 かくして，「歳入と歳出のギャップ」を解消するか存続せしめるか，という

ことは，地域間所得再分配を行わないか行うか，受益と負担とを一致させるか
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否か，各地方で異なる公共サービスを実現させるか，あるいはナショナル・ミ

ニマムを実現させるか，ということなのである。仮に，経済力の高い地方の人

々が，地域間所得再分配そしてナショナル・ミニマムの実現に賛意を表した時

に，それに反対して受益と負担とを一致させるべきだと主張することに，どれ

だけの意味があるのだろうか。 

５．地方交付税論の検討  ――その４―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そもそも，中央政府から地方政府への政府間補助金には，使途を特定しな

い定額の補助金である一般定額補助金（unconditional lump-sum grants）と，

使途を特定して地方の歳出の一定割合を支出する補助金である特定定率補

助金（conditional matching grants）がある。わが国の地方財政制度では，前

者として地方交付税，後者として国庫支出金が主立ったものである。この両

者の経済的効果は，公共経済学，なかでも地方公共財に関する専攻研究です

でにその性質が明らかにされている。この文脈との関連で議論を整理する

と，以下のようになる。 

 まず，中央政府が政府間補助金として一般定額補助金か定率補助金かのど

ちらかの形で同じ額だけ地方政府に交付する場合，一般定額補助金は定率補

助金に比べて租税価格が歪まない（ため代替効果が生じない）分だけ，効用

が高められることが知られている。これを図で説明すると，図 4‐1 のよう

になる。ここでは，先行研究と同様，私的財（x）と地方公共財（G）の 2

財からなる経済で，所得を得た家計が（中央政府の政策を所与として）両財

の消費から効用を得る通常の効用関数を仮定する。地方公共財はその地域の

地方政府が供給し，その財源は一括固定税で家計から徴収すると仮定する。

また，この地域に住む家計は同質的であるとする。このとき，政府間補助金

が交付される前の予算制約式は図 4‐1 の AA’で，効用 大化は点 E である。

 いま，中央政府から地方政府へ定率補助金が交付されたとする。この定率
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図 4‐1 一般定額補助金と特定定率補助金 

 

補助金は，地方政府が公共財を供給するために必要な財源のうち m(×100%)

だけ補助する形で交付されるとする。すると，定率補助金交付後の予算制約

式は図 4‐1 の AB となり，効用 大化は点 E’となる。このとき，定率補助

金によって予算制約式の傾き（私的財と地方公共財の価格化）が変化して，

代替効果が生じている点に注目されたい。そして，定率補助金の交付額は線

分 E’F 相当分である。 

 そこで，この線分 E’F 相当分と同額の一般定額補助金を交付したときを考

える。線分 E’F 相当分と同額の一般定額補助金を交付した後の予算制約式

は，図 4‐1 の B’’B’となる。このとき効用 大化は，点 E’’となり，この効

用水準は通常点 E’の効用水準よりも高くなる。このように，同額の政府間補

助金を交付するとき，一般定額補助金のほうが定率補助金よりも高い効用水

準が得られるのである。その理由は，一般定額補助金は地方歳出（地方公共
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予算制約式 AB：特定定率補助金交付時 
      B’’B’：一般定額補助金交付時 
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5‐1 地方分権に背馳する地方交付税の存続 

 「わが国における地方分権に際して，使途を特定した定率補助金である国庫

支出金を，使途を特定しない定額補助金である地方交付税に転換させることは，

効用を高めて効率的であるとされている」。 

 しかし，「わが国における地方分権に際して……効用を高めて効率的である

とされている」のは，「国庫支出金を……地方交付税に転換すること」ではな

く，国税のうち，地方交付税と国庫支出金に充当されている分を，地方税とし

て地方に移管し，地方交付税と国庫支出金とを廃止し，結局地域間所得再分配

を廃止して，受益と負担を一致させようとすることである。仮に，「国庫支出

金を……地方交付税に転換すること」がありうるとした場合，それによって実

現される「効率を高めて効率的である」ことは，「地方分権に際して……効用

を高めて効率的であるとされている」こととは，無縁である。前者の転換は，

後者の地方分権とは独立に，ありうることである。つまり，前者は，地方分権

を実現せずとも，現行制度の下においても，ありうることである。 

 現行では，地方交付税と国庫支出金とによって，地域間所得再分配が行われ，

ナショナル・ミニマムが実現され，その際に，受益と負担とが一般には一致し

ない。仮に，「国庫支出金を……地方交付税に転換すること」がありうるとし

た場合，この地域間所得再分配の下で，それは実現されうるのであり，その限

りでの「効用を高めて効率的である」ことはありうるのである。 

 しかし，地方分権とは，何よりも地域間所得再分配を廃止することであり，

財の供給量）に依存しない形で交付され，予算制約式で租税価格が歪まず代

替効果が生じないためである。このことから，わが国における地方分権に際

して，使途を特定した定率補助金である国庫支出金を，使途を特定しない定

額補助金である地方交付税に転換させることは，効用を高めて効率的である

とされている。（土居丈朗 [2000] 95‐97 頁） 
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これは，地方交付税と国庫支出金を廃止することと同義である。「国庫支出金

を……地方交付税に転換すること」は，地方交付税の存続と同様であるが，地

方交付税が存続するような地方分権は，基本的には，形容矛盾なのである。地

方分権の下では，地方交付税は，基本的には存在しないのである。 

 「国庫支出金を……地方交付税に転換すること」として正しい理解は，各支

出項目について国庫支出金と地方交付税とが併存するということを前提して，

国庫支出金は縮小し，それに対応して地方交付税が拡大する，という理解であ

る。具体的には，単位費用を算出する際に，文字通りに必要な費用から差し引

かれる国庫支出金を縮小し，従って単位費用そして基準財政需要額ひいては財

源不足額が拡大し，結局，地方交付税が拡大する，というようになる。 

 各支出項目について国庫支出金か地方交付税か何れか一つが二者択一的に交

付される，という理解は誤りであり，従って，「国庫支出金を……地方交付税

に転換すること」を，国庫支出金を二者択一的に地方交付税に代替する，と解

するのは誤りなのである。 

６．地方交付税論の検討  ――その５―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国から地方へ資金移転として配分されているものには，国庫支出金と地方

交付税がある。このうち国庫支出金は，特定の事業の経費を国が保障すると

いう特定補助金の性格を持っている。その内訳をみると，本来国がなすべき

事業を地方が代わりに行っている場合にその経費を負担する義務的補助金

と，それ以外に国が必要と認めた事業に対する奨励的補助金の 2 種類に分け

ることができる。地方分権を進める上で特に問題となるのは，後者の奨励的

補助金であろう。各地域に必要な事業は国ではなく地域が決め，その負担も

地域で負うことが地方分権であるから，国による奨励的補助金は廃止すべき

であろう。 

 一方，地方交付税は一般財源として配分されている補助金であり，各地方
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6‐1 前後の順序関係としての地方交付税と国庫支出金との関係 ――地方交

付税の特定財源的性格―― 

 しかし，国庫支出金だけでなく，地方交付税も，「特定の事業の経費を国が

保障するという特定補助金の性格を持っている」のである。又，国庫支出金だ

けでなく，地方交付税も，「その内訳をみると，本来国がなすべき事業を地方

が代わりに行っている場合にその経費を負担する義務的補助金と，それ以外に

国が必要と認めた事業に対する奨励的補助金の 2 種類に分けることができる」

のである。そして，仮に，「各地域に必要な事業は国ではなく地域が決め，そ

の負担も地域で負うことが地方分権である」とするならば，国庫支出金だけで

なく，地方交付税も，「廃止すべきである」ということになる。 

 かくして，「地方交付税は一般財源として配分されている補助金」ではなく，

国庫支出金と同様に，特定財源として配分されている補助金なのである。そし

て，地方交付税だけでなく，国庫支出金も，「各地方自治体にとって必要な財

政需要である基準財政需要を満たすだけの収入を確保するために設けられたも

のである」ということになる。さらに「地方自治体において少なくとも満たす

べき財政支出のことをナショナル・ミニマムと呼ぶこと」にすれば，「基準財

政需要」だけでなく，国庫支出金の水準も，「いわば各自治体にとってのナシ

ョナル・ミニマムの水準を表すものであるといえるだろう」ということになる。

自治体にとって必要な財政需要である基準財政需要を満たすだけの収入を

確保するために設けられたものである。地方自治体において少なくとも満た

すべき財政支出のことをナショナル・ミニマムと呼ぶことから，基準財政需

要はいわば各自治体にとってのナショナル・ミニマムの水準を表すものであ

るといえるだろう。つまり地方交付税とは，ナショナル・ミニマムに不足し

ている収入を補うものということになる。（本間正明・前川聡子 [2001] 27

頁） 
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結局，地方交付税だけでなく，国庫支出金も，「ナショナル・ミニマムに不足

している収入を補うものということになる」のである。 

 そもそも単位費用の算出は，標準団体において，文字通り必要な費用から，

国庫支出金を控除し，その残額を，測定単位で除す，という形で行われている。

結局，地方交付税は，国庫支出金で不足する分を，補填する，ということにな

っている。だからこそ，経済力の高い地方に対しても，国庫支出金は支出され

るが，地方交付税は交付されないということがありうるのである。地方交付税

と国庫支出金との関係は，国庫支出金で不足する分を，地方交付税が補う，と

いう，国庫支出金が前にあり地方交付税が後にある，という，前後の順序関係

にあるのである。特定財源の国庫支出金を補うものが，特定財源であるのは，

当然の帰結であり，地方交付税は，一般財源ではなく，特定財源なのである。 

 国庫支出金は，地方公共団体の各支出項目に対して，いわば個別に補助され

ている。この個別に補助されている国庫支出金の総体が一方にある。他方，地

方交付税は，各地方公共団体に対して，一括して交付される。後者の単一の地

方交付税は，前者の，国庫支出金の総体に対置させられる。国庫支出金は個別

に特定財源であるが，総体としても特定財源であることは当然であり，このよ

うな総体としての特定財源の国庫支出金に対して，地方交付税は対置されるの

であり，このような意味で，地方交付税は特定財源なのである。国庫支出金を

地方交付税と対比する際に，国庫支出金は一個だけ取り上げ，これに対して，

各支出項目の全体に関係する地方交付税を取上げるのは，もともと対比になっ

ていないのである。地方交付税と対比するのであれば，国庫支出金は一個では

なく，総体を取り上げるべきなのである。 

７．地方交付税論の検討  ――その６―― 

 

 

地方の自立を阻む制度 

 地方交付税は地方債の償還財源までも手当てしており，地方債発行の規律



地方交付税の特定財源的性格と地域間所得再分配 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7‐1 国の決定による地方交付税の償還費手当て 

 「地方交付税は地方債の償還財源までも手当てしており，地方債発行の規律

が働かなくなる要因を制度的に内包している。基準財政需要額には，過疎対

策事業債，財源対策債，減収補てん債などの償還費も歳入対象となっている。

これは，将来自力で償還できないにもかかわらず，該当する事業の支出を地

方債で調達すれば，その行政サービスの便益を享受しながら，償還費は将来

の自地域の税収ではなく，他地域で徴税された分も含めた将来の国税（交付

税）で手当てしてもらえることを意味する。しかも，算入対象となる地方債

収入を用いる事業を優先的に実施すれば，基準財政需要額は増加するから，

受け取る交付税が増加することになる。 

 そもそも，利払いや償還は，将来の自地域の税収で行うべきである。それ

が調達できない見通しならば，現時点での起債，ひいては当該事業を中止す

るという財政規律を働かせるべきである。しかし，現在の制度では，財政力

が弱くても地方債を発行して事業を実施しようとする。こうして，必要以上

に将来あるいは他地域の負担に依存する構造が温存されている。 

 このように，地方交付税と地方債は，混然一体となって自治体の財政規律

を阻害する方向に機能している。これを改めるには，自治体に自発的な努力

を求める前に，現行制度を根本的に改める必要がある。 

 地方債の起債許可制度の問題は，財政力の弱い自治体でも地方債が発行で

きるように，計画的に資金を割り当てていることが一因になっている。そも

そも財政力が弱く返済能力のない自治体は，地方債を発行してはならないの

である。起債許可制度は将来，許可制が事前協議制に変わるが，いずれにし

ても，返済能力のある自治体だけが地方債を発行できるという至極当然の経

済原理が働くように改めるべきである。（土居丈朗 [2001]『日本経済新聞』

3 月 8 日） 
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が働かなくなる要因を制度的に内包している。基準財政需要額には，過疎対策

事業債，財源対策債，減収補てん債などの償還費も歳入対象となっている」。

「しかも，算入対象となる地方債収入を用いる事業を優先的に実施すれば，基

準財政需要額は増加するから，受け取る交付税が増加することになる」。 

 ここでは，「地方債発行の規律が働かなくなる」と言って，あたかも地方公

共団体が地方債発行を自発的に行い，又，それを地方公共団体の裁量で自由に

発行しているかの如く解している。又，「算入対象となる地方債収入を用いる

事業を優先的に実施すれば」と言って，優先的な実施を，あたかも地方公共団

体が自発的に行っているかの如く解している。しかし，そうではない。地方債

発行も，優先的な実施も，何れも，国が国会で決定して行っているのである。

地方公共団体は，国の国会での決定に基づいて，それらを行っているのである。 

 例示されている三つの地方債のうち， 初の過疎対策事業債は，極めて少数

の地方公共団体が発行するだけであり，しかも，全体として金額も小さいので，

ここでは割愛し，後二者の財源対策債と減収補てん債について言及することに

する。この両者は，地方債の発行について規定している地方財政法第 5 条に基

づいて発行されるのではなく，この言わば本法に対する特別措置として発行さ

れるのである。特別措置たる所以は，前者の財源対策債については，本法が規

定する充当率に対して，特別に引上げ，その引上分に対して発行される所為で

あり，後者の減収補てん債については，本法は，充当項目を限定しており，こ

れに対して特別に赤字地方債として発行される所為であり，そして，両者は何

れも，その償還費について，特に国が地方交付税で手当てを行うことになって

いるからである。このような特別措置を国は国会で決定している。このような

優先的な地方債の発行を国は国会で決定しているのである。 

 この特別措置は，それ自体として独立的に決定されるのではなく，次のよう

な関連の下で決定される。国は毎年，地方交付税の額を一般会計ならびに交付

税特別会計の中で決定し，地方債発行額を財政投融資計画の中で決定する。こ
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の決定に際し事前に，『地方財政収支見通し』なるものを作成する。この『見

通し』では恒常的に，歳出が歳入を超過し，その超過額を財源不足と称してい

る。国は，この歳出額は実現されるのが望ましいとし，つまり，この歳出額を

固定し，財源不足を完全に補填する対策を立てる。この対策は，地方交付税の

増額と，地方債の発行増との二つから成り，後者の地方債については将来の償

還費を地方交付税で手当てすることにする。この後者の地方債の発行額が，上

述の，特別措置なのである。つまり国は，『見通し』における歳出を固定して

実現することが望ましいとし，財源不足を，地方交付税の増額と地方債の発行

増とで補填することとし，このような中で，将来の地方交付税による手当てを

考慮しつつ，地方債の発行増の大きさを決定しているのである。優先的な地方

債の発行を，国が国会で決定しているのである。『見通し』における歳出を実

現するのが望ましい，という国の決定なかりせば，特別措置は実現しえなかっ

たのであり，地方公共団体が独自に決定できるようなことではないのである。 

 

7‐2 財政力の強い地方公共団体に対する地方交付税の償還費手当て 

 「基準財政需要額には，過疎対策事業債，財源対策債，減収補てん債などの

償還費も歳入対象となっている。これは，将来自力で償還できないにもかかわ

らず，該当する事業の支出を地方債で調達すれば，その行政サービスの便益を

享受しながら，償還費は将来の自地域の税収ではなく，他地域で徴税された分

も含めた将来の国税（交付税）で手当てしてもらえることを意味する」。 

 ここでは，「償還費は」自地域で徴税された国税分だけでなく，「他地域で

徴税された分も含めた将来の国税（交付税）で手当てしてもらえる」と言って，

「将来自力で償還できないにもかかわらず，該当する事業の支出を地方債で調

達すれば，その行政サービスの便益を享受」できる地方公共団体としては，専

ら，財政力の弱い地方公共団体のみを考慮している。しかし，財政力の強い地

方公共団体でも，財源対策債と減収補てん債とを発行でき，従って，財政力の
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強い地方公共団体でも，「基準財政需要額には……財源対策債，減収補てん債

などの償還費も歳入対象となっている」のである。そして財政力の強い地方公

共団体においても，「将来自力で償還できないにもかかわらず」つまり地方税

で償還しないでも「該当する事業の支出を地方債で調達すれば，その行政サー

ビスの便益を享受」できるのである（尚，厳密には，「将来自力で償還できな

い」か否かとは独立に，償還費の全額を地方交付税で手当てすることに法定さ

れている，と解した方がよい）。従って，財政力の強い地方公共団体でも，「償

還費は将来の自地域の税収」つまり地方税「ではなく……将来の国税（交付税）

で手当てしてもらえる」のである。このように，財政力の強い地方公共団体で

も，財政力の弱い地方公共団体と，同様なのである。 

 ただ異なるのは，「手当てしてもらえる」「将来の国税（交付税）」が財政

力の弱い地方公共団体では，自地域で徴税された国税分だけでは不十分であり，

「他地域で徴税された分も含めた」ものとなっており，これに対して，財政力

の強い地方公共団体では，自地域で徴税された国税分を下回っている，という

点である。前者の，自地域で徴税された国税分を上回る分は，後者の，自地域

で徴税された分を下回る分と，同じ大きさであり，後者が前者に移転されてい

るのである。地域間所得再分配が行われているのである。 

 かくして論ずべきは，「将来自力で償還できない」か否か，つまり地方税で

償還しないかするかでもなければ，「償還費は……将来の国税（交付税）で手

当てしてもらえる」か否かでもない。この点では，財政力の強い地方公共団体

も，弱い地方公共団体も違いはなく同様である。何れも，全額を地方税では償

還せず，国税（交付税）で償還するからである。むしろ，このことを前提とし

て，論ずべきは，（ナショナル・ミニマムを実現するために），財政力の強い

地方公共団体から，財政力の弱い地方公共団体への，地域間所得再分配を，将

来の国税（地方税）において，是とするか否とするか，ということである。 
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7‐3 将来の地域間所得再分配としての地方交付税の償還費手当て 

 「そもそも，利払いや償還は，将来の自地域の税収で行うべきである。それ

が調達できない見通しならば，現時点での起債，ひいては当該事業を中止する

という財政規律を働かせるべきである。しかし，現在の制度では，財政力が弱

くても地方債を発行して事業を実施しようとする。こうして，必要以上に将来

あるいは他地域の負担に依存する構造が温存されている」。 

 ここでは，「財政力が弱くても地方債を発行して事業を実施しようとする」

とか，「必要以上に将来あるいは他地域の負担に依存する」とか述べて，専ら，

財政力の弱い地方公共団体のみが，「利払いや償還は，将来の自地域の税収で

行」っていないと解し，そして「調達できない見通しならば，現時点での起債，

ひいては当該事業を中止するという財政規律を働かせるべき」ということを行

っていないと解している。しかし，この点においては，財政力の強い地方公共

団体も同様である。財政力の強い地方公共団体も，財源対策債や減収てん債を

発行でき，この「利払いや償還は」全額を国が地方交付税で補填すると法定さ

れているので「将来の自地域の税収で」つまり地方税で「行う」必要がないか

らであり，又，「調達できない見通しならば」ということとは独立に，「現時

点での起債……を中止するという財政規律を働かせる」必要がないからである。

結局，論ずべきは，利払いや償還を国税（交付税）で行うか否かの是非ではな

く，財政力の弱い地方公共団体だけでなく，強い地方公共団体も，何れも，利

払いや償還を国税（交付税）で行うとしたうえで，そこにおける地域間所得再

分配の是非である。現時点ではなく，将来時点での地域間所得再分配の是非で

ある。 

８．地方交付税論の検討 ――その７―― 

 

 

特定補助金と一般補助金 

 国から地方への財源移転の仕組みを，効率性と公平性という 2 つの観点か
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ら評価してみましょう。 

 効率性の観点から見て興味深い問題は，地方交付税のように使途を特定し

ない財源移転と，国庫支出金のように使途を特定した財源移転のどちらが望

ましいかというものです。前者を一般補助金，後者を特定補助金といいます。

 いま，ある地方公共団体が X と Y という 2 種類の公共サービスを住民向

けに供給していたとします。それぞれの公共サービスには一定のコストがか

かり，地方公共団体は限られた予算の中でそれらのコストをまかなう必要が

あります。そのため，X,Y それぞれの供給量を横軸と縦軸にとると，図９-

３に示したように，直線 AB のような予算制約線が描けます。一方，この地

域の住民は X と Y の供給から満足を得，曲線 II のような原点に対して凸の

無差別曲線が描けるとしましょう。このとき，この地方公共団体にとっての

適な政策は，予算制約線 AB と無差別曲線 II が接する点 E に対応した X

と Y をそれぞれ供給することです。 

 いま，国がこの地方公共団体に対して，X の供給に定率の補助金を与えた

としましょう（Y の供給には補助しません）。このとき，地方公共団体にと

っては X のコストが低下するので，予算制約線は AC のように傾きが緩やか

になります。住民の効用を 大にする均衡点は，点 E から点 E’にシフトし

ます。特定補助金によって，効用水準は明らかに高まっています。 

 使途を限定しない一般補助金の場合はどうでしょうか。まず，前述の特定

補助金がどれだけの額になったかを見ると，X の供給量で測った場合，点 E’

における直線ABと直線ACの間の水平距離に等しくなることがわかります。

これと同じだけの補助金を，使途を限定せずに一括して地方公共団体に補助

すると，地方公共団体の予算制約線は，A’B’のように右上に平行移動します

（X,Y いずれも単位当たりのコストは変化していないことに注意してくださ

い）。 

 したがって，一般補助金の場合，住民の効用を 大にする均衡点は点 E’’
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図 9‐3 一般補助金と特定補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8‐1 地方交付税の対象経費と国庫支出金の対象経費との同一性 

 「いま，ある地方公共団体が X と Y という 2 種類の公共サービスを住民向け

に供給していたとします」という場合において，「いま，国がこの地方公共団

体に対して，X の供給に定率の補助金を与えたとしましょう（Y の供給には補

助しません）。このとき，地方公共団体にとっては X のコストが低下するので，

予算制約線は AC のように傾きが緩やかになります」というようなことは，基

本的にはありえない。と言うのは，定率の補助金が，X の供給だけに与えられ

にシフトします。この点 E’’を通る無差別曲線は，特定補助金の場合の均衡

点である点 E’を通る無差別曲線より右上に位置しています。したがって，特

定補助金より一般補助金のほうが人々の効用を高め，効率性の観点から見て

望ましいと評価できます。（小塩隆士 [2002] 230‐231 頁） 

E 

E’ 

E’’ 

C 

I 

A’ 

I 

B B’ X O 

E’’ 

I 

E 

E’ 

O 
C B B’ 

A’ 

X 

I 

 

A 

Y 



河 野 惟 隆 28 

る，というようなことは基本的にはありえず，Y の供給に対しても，定率の補

助金が与えられるのが，その定率の補助金は X の供給に対するものと大きさが

異なるとしても，基本的だからである。従って，「予算制約線は AC のように

傾きが緩やかになります」というのではなく，Y 軸上の点 A よりも更に上方の

点を C ’とすれば，直線 AB は直線 C’C のように右上方へシフトする，というの

が基本的である。 

 特に，「同じだけの補助金を，使途を限定せずに一括して地方公共団体に補

助すると，地方公共団体の予算制約線は，A’B’のように右上に平行移動します

（X,Y いずれも単位当たりのコストは変化していないことに注意してくださ

い）。」という場合は，X と Y の両者が地方交付税の対象経費となっている場

合であるが，このような場合は，基本的には，X も Y も何れも，その供給に対

して国庫支出金が支出されている。つまり，地方交付税の対象経費になってい

る公共サービスに対しては，同時に，国庫支出金も支出されるのが，基本であ

る。 

 

8‐2 前後の順序関係としての地方交付税と国庫支出金との関係 ――地方交

付税の特定財源的性格―― 

 「特定補助金がどれだけの額になったかを見ると，X の供給量で測った場合，

点 E’における直線 AB と直線 AC の間の水平距離に等しくなることがわかりま

す。これと同じだけの補助金を，使途を限定せずに一括して地方公共団体に補

助する」というような関係には，地方交付税と国庫支出金の関係はない。つま

り，両者は，異質なものとして，代替的な相互に独立的な関係にあるのではな

く，先ず国庫支出金が支出され，それでも不足する分を地方交付税が補填する，

というような前後の順序の関係にあるのである。 

 そもそも地方交付税は，各地方公共団体の財源不足額を補填するものとして

交付される。この財源不足額は，各支出項目の基準財政需要額の合計から，基
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本財政収入額を差し引いた，残額である。その基準財政需要額は，単位費用に，

補正係数によって補正された測定単位を乗じて算出される。この単位費用は，

標準団体において，文字通りに必要な費用から，国庫支出金を差し引いた，残

額を，測定単位で除して算出される。つまり，単位費用からは，そして基準財

政需要額からは，ひいては財源不足額からは，先ず 初に，国庫支出金が控除

されているのである。これらにはそれぞれ単に国庫支出金が含まれていないと

いうのではなく，予め国庫支出金が控除されているが故に，国庫支出金が含ま

れていないのである。 

 従って，財源不足額がマイナスならば地方交付税が交付されないのは，国庫

支出金だけで賄えるからであり，地方交付税を必要としないからである。他方，

財源不足額がプラスならば地方交付税が交付されるのは，国庫支出金だけでは

不十分だからである。結局，地方交付税は，国庫支出金だけでは不十分な場合

に，その不足額を補填するものなのである。地方交付税と国庫支出金とは，先

ず国庫支出金が支出され，それでも不足する分を地方交付税が補填する，とい

うような前後の順序の関係にあるのである。 

 仮に，単位費用そして基準財政需要額ひいては財源不足額には，それぞれ国

庫支出金が含まれていないのは，予め国庫支出金が控除された結果ではないの

だとすれば，国庫支出金と地方交付税とが，代替的な相互に独立的に関係にあ

ることもありうる。しかし，実際は，予め国庫支出金が含まれていないのであ

るから，両者が代替的な関係にないのは当然である。 

 

8‐3 地方交付税の諸対象経費の非選択性 

 地方交付税に関しては，「使途を限定せずに一括して地方公共団体に補助す

る」ということはありえず，「したがって，一般補助金の場合，住民の効用を

大にする均衡点は点 E’’にシフトします」ということもありえない。 

 「使途を限定せず」とは，X と Y の各使途の量を限定せず，そして，各使途
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の金額を限定せずという意味であり，「一括して……補助する」とは，総額が

一定という制約条件の下で，X と Y の各使途額は選択関係にある，という意味

である。同じく，「均衡点」点 E’から「点 E’’にシフトします」というのも，

総額が一定という制約条件の下で，X と Y の各使途額は選択関係にある，とい

う意味である。 

 しかし，そもそも，各支出項目の基準財政需要額の算出の際に，X と Y の各

使途の量は，測定単位という形で限定されている。補正係数によって測定単位

は補正されるが，それによっても測定単位が限定されることに変りはない。そ

して，この測定単位に単位費用が乗ぜられた結果である基準財政需要額という

形で，X と Y の各使途額は限定されている。このそれぞれ限定された基準財政

需要額から，基準財政収入額が差し引かれ，残額の財源不足額を地方交付税が

補填するのであるが，地方交付税は，それぞれ限定された基準財政需要額の一

部に充当されざるをえない。選択される関係にはないのである。 

９．おわりに 

 現行の地方交付税制度の基本的特徴は，地域間所得再分配によりナショナル

・ミニマムを実現することである。つまり，地方毎の受益と負担の乖離を図り

つつ，全国的に同一水準の公共サービスを実現することである。このような現

行に対する改革案の地方分権とは，地域間所得再分配を廃止して，地方毎に受

益と負担とを一致させ，地方毎に相異なる水準の公共サービスを実現すること

である。 

 このような現行と改革案との関係は他の経済問題にも通底する事柄である。

結論的に言えば，現行は平等主義を根拠とし，改革案は効率主義を根拠として

いるが，これは，他の経済問題に通底することである。 

 例えば，現行の郵便貯金・簡易保険・郵便の郵政三事業について言えば，経

済力の高い地方の郵便局は黒字で，逆は逆であり，前者から後者へ内部補助が
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行われ，ユニバーサル・サービスが実現されている。内部補助は地域間所得再

分配を意味している。従って，かような現行に対する改革案の郵政三事業の分

割民営化とは地域間所得再分配を廃止して地方毎に受益と負担との一致を図

り，地方毎に相異なる水準のサービスを実現しようとするものである，という

ことになる。 

 現行の高速道路について言えば，経済力の高い地方の高速道路は黒字で，逆

は逆であり，前者から後者へ内部補助が行われ，ナショナル・ミニマムが実現

されている。内部補助は地域間所得再分配を意味している。従って，かような

現行に対する改革案の道路公団の分割民営化とは，地域間所得再分配を廃止し

て，地方毎に受益と負担との一致を図り，地方毎に相異なる水準の公共サービ

スを実現しようとするものである，ということになる。 

 ともあれ，郵政三事業にしても高速道路にしても，現行そして改革案たる分

割民営化は地域間所得再分配に関わり，この点において，両者は，地方交付税

そして地方分権と軌を一にするのである。結局，地方交付税は，現行の郵政三

事業や道路公団と同様に，平等主義に根拠をもち，他方，地方分権は，それら

の分割民営化と同様に，効率主義に根拠をもっているのである。地方交付税そ

して地方分権は，現在の経済問題に通底する性格を有しているのである。 
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