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1	 はじめに

　いわゆる直轄事業負担金については、地方分
権との関係で多様に論じられている。本稿で
は、この直轄事業負担金を、国庫支出金と地方
交付税との関係で論じ、結果として地方分権と
の関係で論ずることにする。その際に、本稿で
は、中里　透[2009]を手掛かりとし、これの検
討をし、本稿の課題を果たしたい。それと言う
のも、同稿は、直轄事業負担金に関して必要不
可欠な論点を網羅して論じており、十二分に検
討に値するからである。以下、同稿の一部を引
用文として掲げるときは、引用文を実線で囲む
ことにし、引用文の一部を引用しながら論ずる
ときには、それにカギ括弧「　」あるいは『　』
を付けることにする。又、本稿では、地方交付
税制度研究会編[2008]も引用するが、同様の扱
いをする。

2	 本稿の結論

　本稿の結論は、本来ならば、本稿の最後に、
おわりに、において述べるべきであるが、議論
を進めるにあたって、論点を明確にするため
に、予め、ここにおいて、本稿の結論を述べて
おくことにする。次の通りである。
　直轄事業が供給する公共サーヴィスのうち、
地方公共団体が負担金を負担する部分は、その
直轄事業が行われる地域における地方公共サー
ヴィスの部分である。その直轄事業が行われる
地域の住民が、国民としてではなく、いわば地

域住民として利用する地方公共サーヴィスの
部分である。同じ直轄事業が供給する公共サー
ヴィスのうち、その直轄事業が行われる地域の
住民が、いわば地域住民として利用する地方公
共サーヴィスの部分である。
　負担金が、地方公共サーヴィスと実質的に見
合っているか否かはさて置き、タテマエとして
は見合っていることになっている。本稿では、
見合っているとして論を進めることにする。「国
の直轄事業における地方（自治体）の負担割合
は事業の種類によって異なるが、公共施設の建
設については3分の1、維持管理については10
分の4.5とすることが基本となっている」、ので、
直轄事業が供給する公共サーヴィスのうち、こ
の割合の部分が、その直轄事業が行われる地域
における地方公共サーヴィスである、というこ
とになる。例えば、国道と言っても、ある地域
の国道を、その地域住民と、全国のいわば国民
とが、等しく利用するのではなく、利用者の半
分弱は地域住民である、ということである。実
際は大半と思われる。
　従って、地方公共団体が、国に対して、直轄
事業負担金を支払うということは、直轄事業の
費用のうち、国が地方公共団体の代理として
行った事業のための費用を、支払うということ
である。それは、地方公共団体の、国に対する
補助金ではなく、地方公共団体が支払うべき費
用である。国は、その費用と、国自身が負担す
べき費用とを、一緒にして、いわば建設業者と
維持管理業者とに支払うことになる。一緒に支
払う必要は無いし、別々に支払っても、大した
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出費増でもないので、無用の誤解を招かないた
めに、別々の支払いが考えられても良いが、実
行しなくても、思考実験すれば、事態は明白で
ある。
　この直轄事業負担金の各地方公共団体におけ
る財源は、それぞれの地方税収と、それぞれに
交付された国庫支出金・地方交付税である。直
轄事業負担金は全国同一であるが、財源におけ
る割合は、地方税収については地域の経済力が
高くなるにしたがって大きくなり、国庫支出金
は全国同一で、地方交付税については地域の経
済力が高くなるにしたがって小さくなる。
　国庫支出金と地方交付税の財源は国税である
が、この国税には、地域の経済力が高くなるに
したがって大きくなる、という地域格差がある。
この国税の地域格差ゆえに、経済力の高い地域
における地域住民は、その地域の地方公共団体
へ交付された国庫支出金と地方交付税の合計を
超過して、国庫支出金と地方交付税の財源のた
めの国税を、国民として納めており、逆は逆、で
ある。これは取りも直さず、各地域において、そ
れぞれの地方公共団体が支払う直轄事業負担金
は同一であるが、実質的には、直轄事業負担金
に関して、経済力の高い地域における地域住民
は、国民として、直轄事業負担金を超過して負
担しており、逆は逆、ということである。
　
　現行の地方交付税と国家支出金の基本的目標
は、地域間所得再分配によって、全国同一水準
の地方公共サーヴィスを供給することである。
これは国会で法律として決定され、立法化され
ている。現行の直轄事業負担金の制度は、全国
同一水準の地方公共サーヴィスの供給を可能に
していることになる。
　論者によって定義が異なるが、本稿では、　
徹底した地方分権とは、地方交付税と国家支出
金とを廃止して、そのための国税を地方税に移
管し、各地方公共団体がそれぞれ独自に地方公
共サーヴィスを供給し、結果的に全国的に相異

なる水準の地方公共サーヴィスを供給すること
になる、と定義する。これは、法改定で可能で
ある。現行の直轄事業負担金の改定は地方分権
の推進になりうる。この改定に対して、経済力
の低い地域の住民は反対する可能性がある。

　『統制と従属』とか、「隷属」とか、『庇護と依存』
ということは、究極的にはありえない。直轄事
業によって地方公共サーヴィスを受ける地域住
民は、直轄事業に関して、地域住民として地方
税を負担し、同時に、国民として、国庫支出金
と地方交付税のための国税を負担している。一
般的に言えば、各経済主体は、地方公共サーヴィ
スを需要し、同時に、地方税と国税とを供給し
ている、ということになる。そして、このことを、
各経済主体は、国民として、国会で決定してい
る。いわば、自己決定している。究極的には、自
分で自分を『統制』し、自分で自分に『従属』し、
自分で自分に「隷属」し、自分で自分を『庇護』し、
自分で自分に『依存』し、これら、『統制と従属』、

「隷属」、『庇護と依存』を、国会において自分で
決定しているのである。

3	 既存文献

　次の4から11において検討する部分の全体を
予め、次のように、掲げておく。（9で引用する
部分は、以下の部分ではない）。（13と14でそれ
ぞれ検討する部分は、次の部分ではない）。

　必置規制（国が自治体に特定の機関の設置
や人員の配置を義務付ける措置）や補助金に
よる政策誘導、国の法律による課税自主権の
制約、起債統制といった「統制と従属」の側
面を強調して国と地方の関係をとらえると、
国による規制を撤廃あるいは緩和して自治体
を隷属から解放することが「地方分権改革」
だということになる。
　この観点から直轄負担金の問題を考える

93191経済学研究 第43巻1号_校了.indb   40 2010/02/13   22:08:51



－  41  －

と、事業を縮減して地方の負担を軽減し、行
財政運営の自由度を高めることが、この問題
の解決にあたってのポイントということにな
る。直轄事業を、スピルオーバーが全国にわ
たるような事業に限定すれば、特定の自治体
に費用の分担を求める必要はなくなるから、
このシナリオの下では、直轄負担金廃止も合
理性を持つことになる。
　一方、国と地方の関係を、国からの財政移
転を通じた「庇護（ひご）と依存」の関係とし
てとらえると、国が何らかの財政措置によっ
て直轄負担金に関する自治体の負担を軽減す
ることが、この問題を巡る議論のポイントと
いうことになる。実際、今年度については、
国による応急的な財政措置（地域活性化・公
共投資臨時交付金）によって直轄負担金の実
質的な負担を大幅に軽減する措置が講じられ
ている。
　この方向での問題解決は地方の財源不足を
地方交付税や特例交付金によって補てんする

「地方財政対策」のスキームの延長線上で理
解可能であり、既存の制度との親和性が高い
というメリットがある。また、この対応策の
下では直轄事業の縮減を伴うことなく地方の
負担を軽減することができることから、制度
の見直しに伴うさまざまなあつれきを回避で
きるという点で無難な解決策といえるかもし
れない。

4	 「統制と従属」
―統制主体と従属主体との究極的同一性―

　直接的には、統制する主体は国であり、従属
する主体は自治体であり、この限りでは、統制
する主体と従属する主体とは、相異なる別の主
体である。
　しかし、究極的には、統制する主体と従属す
る主体とは、同一の主体である。自分が自分を

「統制」し、自分が自分に「従属」している。統

制する主体と従属する主体とは、同一の主体な
のである。

　「必置規制（国が自治体に特定の機関の設置
や人員の配置を義務付ける措置）や補助金によ
る政策誘導、国の法律による課税自主権の制
約、起債統制」という「統制と従属」は、法律に
よって、規定されていることである。この法律
は、国会において決定されている。国会の国会
議員は、選挙によって、国民に選ばれている。
結局、間接的ではあるが、「必置規制（国が自治
体に特定の機関の設置や人員の配置を義務付け
る措置）や補助金による政策誘導、国の法律に
よる課税自主権の制約、起債統制」という「統
制と従属」は、国民が決定しているのである。

　統制することを決定しているのは、国民であ
る。従属することを決定しているのは、国民で
ある。「統制と従属」を決定しているのは、国民
である。

　統制する国とは、行政府である。行政府とは、
法律の執行者である。法律は、国民が決定して
いるのであるから、行政府は、国民の代理人で
あり、結局、統制する国とは、国民である、とい
うことになる。

　他方、「必置規制（国が自治体に特定の機関の
設置や人員の配置を義務付ける措置）や補助金
による政策誘導、国の法律による課税自主権の
制約、起債統制」という「統制と従属」によって、
従属しているのは、直接的には、自治体＝地方
公共団体だが、究極的には、自治体が存在する
地域の住民である。地域住民である。
　地域住民は、同時に、国民であり、国民は、同
時に、地域住民である。国民が、地域住民を統
制し、国民に地域住民が従属しているのであ
る。国民以外の何者かが、地域住民を統制して
いるのでもなければ、国民以外の何者かに、地
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域住民が従属しているのでもない。

　「国による規制を撤廃あるいは緩和して自治
体を隷属から解放すること」、も、国民として、
国会で法律を成立させて、現実化することが可
能である。法律を成立させる以外に、現実化す
ることは不可能である。「必置規制（国が自治体
に特定の機関の設置や人員の配置を義務付ける
措置）や補助金による政策誘導、国の法律によ
る課税自主権の制約、起債統制」という「国に
よる規制を撤廃して自治体を隷属から解放する
こと」、つまり、地域住民としての自分を、国民
としての自分が、国会で法律を改定して、「隷属
から解放すること」は可能である。法律を改定
する以外に、「隷属から解放すること」は不可能
である

5	 「統制と従属」の経済的含意
―歳出入ギャップと国税の地域間格差―

　「国の法律による課税自主権の制約」によっ
て、国と地方の各税収の比率は2対1となってお
り、他方、「必置規制（国が自治体に特定の機関
の設置や人員の配置を義務付ける措置）や補助
金による政策誘導」によって、国と地方の各歳
出の比率は1対2となっており、このことは、税
収と歳出とが、法律によって、「統制」されてい
ることを意味している。税収の比率と歳出の比
率とが正反対になっているために、国に地方が、

「従属」しているのである。「従属」せざるをえ
ないように、「統制」されているのである。

　国と、地方全体とでは、歳出入ギャップを埋
め合わせるように、地方交付税と国庫支出金
の補助金が、支出されている。しかし、個別に
は、地域によって異なる。地域によって歳出入
ギャップが存在する。そもそも、地方交付税と
国庫支出金の両者の目的は、全国同一水準の公
共サービスの実現である。

　国庫支出金と地方交付税の両者の財源は、国
税と、国債発行による調達資金とからなる。後
者の、国債発行による調達資金は、究極的には、
国税で返済するのが一般的であるから、これを
国税とみなすことにし、それによって、結局、
国庫支出金と地方交付税の両者の財源は、国税
であるとみなすことにする。
　国庫支出金と地方交付税の両者の財源である
国税は、地域の経済力によって異なる。地域の
経済力によって、法人と個人を一括して住民と
言うことにすれば、その地域の住民が納付する
国税が異なる。経済力の高い地域ほど、納付す
る国税が多く、逆は逆である。
　総務省編『地方財政白書』は、地域の経済力
が高くなればなるほど、基準財政収入額が多く
なることを示している。これは、地域の経済力
が高くなればなるほど、その地域に存在する地
方公共団体の地方税の収入額が多くなり、延い
ては、その地域の住民が納付する国税が多くな
ることを意味する。

6	 高経済力地域の国庫支出金への「従属」

　国庫支出金は、全国一律に交付される。経済
力の低い地域の地方公共団体だけでなく、経済
力の高い地域の地方公共団体、例えば東京都な
どにも交付される。義務教育の人件費、高齢者
への医療費、介護保険の費用、道路建設費など、
経済力の高い地域の地方公共団体に対しても交
付される。その限りで、経済力の高い地域の地
方公共団体といえども、国に「従属」している
のである。それと言うのも、これらの歳出が、
地方税収よりも、大きくなるように、法律によっ
て「統制」されているからである。
　国庫支出金の財源たる国税の納付額は、地域
の経済力によって異なる。経済力の高い地域の
住民が多く支払っている。同義反復だが、経済
力の低い地域の住民といえども、国税は納付し
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ている。他方、国庫支出金の各地方公共団体へ
の交付は全国一律である。経済力の高い地域の
地方公共団体に対しても、低い地域の地方公共
団体に対しても、同じように交付される。結果
として、経済力の高い地域から低い地域へ所得
再分配が行われていることになる。
　経済力の高い地域の地方公共団体は、国に「従
属」しているが、そのなかで、地域としては、他
の、経済力の低い地域に、所得を再分配してい
る。地域間所得再分配を行うことになってい
る。「統制」は、単に統制自体を自己目的化して
いるのではなく、このような地域間所得再分配
を内包しているのである。地域間所得再分配を
実現するための「統制」となっているのである。

7	 高経済力地域の地方交付税への「従属」

　地方交付税は次のようにして交付される。
　各地方公共団体は、一方で、各支出項目ごと
に、その地方公共団体の測定単位に、全国同一
の単位費用を乗じて、基準財政需要額を算出す
る。同義反復であるが、単位費用が全国同一で
あるので、この基準財政需要額は単位あたりで
は、全国同一である。次の基準財政収入額が地
域の経済力の差異によって異なるのと対称的な
のである。各支出項目への国庫支出金は、単位
費用の算出の際に、控除されているから、この
基準財政需要額には、国庫支出金の分は、含ま
れていない。その限りで、国庫支出金で不足す
る分を、地方交付税で補てんする、という関係
に両者はある、ということになる。
　このような基準財政需要額に対して、各地方
公共団体は、他方で、実際に適用している税率
ではなく、全国同一の、地方税の法定税率のう
ち下限の標準税率を、各地方公共団体の課税標
準に乗じて、算出した金額の75％を、基準財政
収入額とする。課税標準に乗じて算出した金額
は、地域の経済力の差異によって、支出1単位
当たりで異なり、従って、支出1単位当たりで、

基準財政収入額は、地域の経済力の差異によっ
て、異なる。支出1単位当たりで、基準財政収入
額は、地域の経済力が高くなるに従って大きく
なる。
　前者の基準財政需要額から、後者の基準財政
収入額を控除した残額を、財源不足額と称す
る。支出1単位当たりで、基準財政需要額は全
国同一であるが、基準財政収入額は、地域の経
済力が高くなるに従って大きくなるので、両者
の差額の財源不足額は、地域の経済力が高くな
るに従って小さくなる。この財源不足額に対し
て、地方交付税が交付される。地方交付税は、
経済力の低い地方には多く交付され、逆に、経
済力の高い地方には少なく交付される。地方交
付税の財源の国税は、地域の経済力が高くなる
に従って大きくなるので、結果として、経済力
の高い地域から低い地域への所得再分配が行わ
れることになる。
　現在、東京都を除く全ての都道府県が地方交
付税の交付を受け、又、大半の市町村が地方交
付税の交付を受け、結局、経済力の高い地域の
地方公共団体でも、地方交付税の交付を受けて
いる。しかし、これは、不合理なことではなく、
むしろ合理的である。それと言うのも、国と地
方の各税収の比率を2対1とし、他方、国と地方
の各歳出の比率は1対2とする、というように、
税収と歳出とが、法律によって、「統制」され、
税収の比率と歳出の比率とが正反対になるよう
に「統制」され、国に地方が、「従属」せざるを
えないように、「統制」されているからである。
経済力の高い地域の地方公共団体といえども、
歳出が地方税による税収を超過するように、法
定されており、従って、国庫支出金、あるいは、
国庫支出金と地方交付税との合計によって、そ
の差額を補てんされるように、法定されている
からである。以下、煩瑣を回避するため、国庫
支出金と地方交付税という用語によって、国庫
支出金だけの場合も表すことにする。
　ただ、この過程において、ネットでは、全国
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同一水準の地方公共サーヴィスを実現するため
に、地方交付税と国庫支出金の交付によって、
経済力の高い地域から、低い地域への、所得再
分配が行われている。経済力の高い地域の住民
は、その地域の地方公共団体が交付される地方
交付税と国庫支出金を上回る、地方交付税と国
庫支出金のための国税を納め、逆に、経済力の

低い地域の住民も、地方交付税と国庫支出金の
ための国税を納めるが、その地域の地方公共団
体は、その国税を上回る地方交付税と国庫支出
金を交付され、結局、前者から後者への地域間
所得再分配が行われるのである。

8	 単位費用算定の制度
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標準団体行政経費積算内容

「道路の面積」を測定単位とするもの

（1）道路総務費
　さしあたり、需用費等のうちに、交通安全施
設維持補修費というのがあり、そのうちに、道
路管理者分というのがあり、すぐ後で見るよう
に、これに直轄事業というのがあるので、道路
総務費の全体に、この直轄事業が含まれている
ことが明白である。ただ、一般的に言って、給
与費等や、需用費等の、街灯、トンネル等経費
ならびに、その他（役務費、備品購入費、旅費等）
などが、直轄事業を含む全体に係わる費用であ
るから、道路総務費に直轄事業のための費用を
含むのは当然である。

（2）道路維持費
　負担金、補助及び交付金が、国道指定区間維
持負担金であり、これを含めた歳出計から、国
庫支出金が控除されることから、国庫支出金に
これが含まれ、又、その残額が一般財源である
ことから、一般財源にもこれが含まれているこ
とになる。

「道路の延長」を測定単位とするもの

（1） 一般道路改築費
事業費の中に、「直轄（高速自動車国道整備分（地
方債元利償還金相当額を含む。）を含む。
）」「事業」という項目があり、従って、これから
国庫支出金が控除されることから、しかも、国
庫支出金については一般道路改築費補助とは事
業費補助であるということから、国庫支出金に
これが含まれ、又、その残額が一般財源である
ことから、一般財源にもこれが含まれているこ
とになる。

（2）交通安全施設等整備費
　事業費の中に、道路管理者分に、「直轄」「事
業」という項目があり、従って、これから国庫
支出金が控除されることから、国庫支出金に道
路管理者分が明記されていることを含め、国庫
支出金にこれが含まれ、又、その残額が一般財
源であることから、一般財源にこれが含まれて
いることになる。
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単位費用算定の基礎

「道路の面積」を測定単位とするもの

（1）道路総務費
　この総額には、直轄事業に対する費用が含ま
れている。従って、単位費用に、直轄事業に対
する費用が含まれている。

（2）道路維持費
　この総額には、直轄事業に対する費用が含ま
れている。従って、国庫支出金ならびに一般財
源そして単位費用に、それぞれ直轄事業に対す
る費用が含まれている。

「道路の延長」を測定単位とするもの

（1） 一般道路改築費　（2）一般道路改築費
　何れにおいても、総額には、直轄事業に対す
る費用が含まれている。従って、国庫支出金な
らびに一般財源そして単位費用に、それぞれ直
轄事業に対する費用が含まれている。

9	 直轄事業負担金に対する国庫支出
金・地方交付税

　地方交付税と国庫支出金とは、直接には、相
互に独立して無関係に、各地方公共団体に交付
される。各地方公共団体に、一方で国庫支出金
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が交付され、他方で地方交付税が交付される。
前者の国庫支出金は、各地方公共団体に、一律
に交付される。後者の地方交付税は次のように
して交付される。

　各地方公共団体は、一方で、各支出項目ごと
に、その地方公共団体の測定単位に、全国同一
の単位費用を乗じて、基準財政需要額を算出す
る。単位費用に、直轄事業の費用が含まれてい
るから、当然、基準財政需要額にも、直轄事業
の費用は含まれている。また、直轄事業への国
庫支出金は、単位費用の算出の際に、控除され
ているから、この基準財政需要額には、国庫支
出金の分は、含まれていない。その限りで、国
庫支出金で不足する分を、地方交付税で補てん
する、という関係に両者はある、ということに
なる。
　このような基準財政需要額に対して、各地方
公共団体は、他方で、実際に適用している税率
ではなく、全国同一の、法定税率のうち下限の
標準税率を、各地方公共団体の課税標準に乗じ
て、算出した金額の75％を、基準財政収入額と
する。
　前者の基準財政需要額から、後者の基準財政
収入額を控除した残額を、財源不足額と称す
る。この財源不足額に対して、地方交付税が交
付される。基準財政需要額に直轄事業の費用が
含まれているので、当然、これも、地方交付税
の対象としていることになる。

　（先に3の冒頭で述べたように、次の引用文
は、3で掲げた引用文ではなく、他の部分であ
る）。

　直轄事業負担金は、国が事業主体となって
行う公共事業（直轄事業）の費用の一部を、
その事業の実施によって便益を受ける自治体
が「負担金」いう形で分担する制度である。
国の直轄事業における地方（自治体）の負担

割合は事業の種類によって異なるが、公共施
設の建設については3分の1、維持管理につい
ては10分の4.5とすることが基本となってい
る。
　このように国が実施する事業の費用の一部
をその事業の実施によって便益を受ける自治
体が負担するという制度そのものは、受益者
負担の観点からみて合理的なものといえる。
直轄負担金に関する議論を、スピルオーバー

（外部効果）を伴う公共施設の整備に関する
費用負担のあり方を巡る問題ととらえる場
合、その論点は道路法などの関係法令によっ
て規定されている直轄事業の負担割合とそ
の下で決定される負担金の額が、スピルオー
バーの程度に見合う適切な水準となっている
か、事業分野ごとに点検を行うというテクニ
カルな問題に集約されることになる。
　

　直轄事業負担金に関しては、地方公共団体
は、国から、地方交付税と国庫支出金との補助
金を交付されている。地方公共団体は、この補
助金に、自己が徴収した地方税を加えて、直轄
事業負担金を国に支払っている。「国の直轄事
業における地方（自治体）の負担割合は事業の
種類によって異なるが、公共施設の建設につい
ては3分の1、維持管理については10分の4.5と
することが基本となっている」とすれば、これ
ら3分の1、10分の4.5それぞれに対して、地方
公共団体は、補助金と地方税の合計額を、国に
支払っている。「国が実施する事業の一部をそ
の事業の実施によって便益を受ける自治体が負
担するという制度そのものは、受益者負担の観
点からみて合理的なものといえる」のであり、
直轄事業負担金としての、補助金と地方税の合
計額の、国への支払は、あくまで、便益に対す
るものである。この支払いは、地方公共団体の
国への補助金ではない。国は、この合計額を、
建設業者・維持管理業者に支払うのであるか
ら、結局、国は、単なる代理徴収業者でしかな
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く、地方公共団体が、建設業者・維持管理業者
に支払っていることになる。

10	「庇護（ひご）と依存」
―庇護主体と依存主体との究極的同一性―

　直接的には、庇護する主体は国であり、依存
する主体は自治体であり、この限りでは、庇護
する主体と依存する主体とは、相異なる別の主
体である。
　しかし、究極的には、庇護する主体と依存す
る主体とは、同一の主体である。自分が自分を
庇護し、自分が自分に依存している。庇護する
主体と依存する主体とは、同一の主体なのであ
る。
　　
　庇護することを決定しているのは、国民であ
る。依存することを決定しているのは、国民で
ある。「庇護（ひご）と依存」を決定しているの
は、国民である。

　庇護する国とは、行政府である。行政府とは、
法律の執行者である。法律は、国民が決定して
いるのであるから、行政府は、国民の代理人で
あり、結局、庇護する国とは、国民である、とい
うことになる。

　庇護によって、依存しているのは、直接的に
は、自治体＝地方公共団体だが、究極的には、
自治体が存在する地域の住民である。地域住民
である。
　地域住民は、同時に、国民であり、国民は、同
時に、地域住民である。国民が、地域住民を庇
護し、国民に地域住民が依存しているのであ
る。国民以外の何者かが、地域住民を庇護して
いるのでもなければ、国民以外の何者かに、地
域住民が依存しているのでもない。

11	既存文献の検討　―その1―

　3で掲げた引用文の全体を、以下、順を追っ
て分割し、改めて検討することにする。

　必置規制（国が自治体に特定の機関の設置
や人員の配置を義務付ける措置）や補助金に
よる政策誘導、国の法律による課税自主権の
制約、起債統制といった「統制と従属」の側
面を強調して国と地方の関係をとらえると、
国による規制を撤廃あるいは緩和して自治体
を隷属から解放することが「地方分権改革」
だということになる。

　
　「必置規制（国が自治体に特定の機関の設置
や人員の配置を義務付ける措置）や補助金によ
る政策誘導、国の法律による課税自主権の制
約、起債統制といった『統制と従属』の側面を
強調して国と地方の関係をとらえる」からと
言って、「国による規制を撤廃あるいは緩和し
て自治体を隷属から解放することが『地方分権
改革』だということになる」とは限らない。
　「といった『統制と従属』の側面を強調して国
と地方の関係をとらえる」ということは、国と
地方の各税収の比率を2対1とし、他方、国と地
方の各歳出の比率は1対2とする、というよう
に、税収と歳出とが、法律によって、「統制」さ
れ、国に地方が、「従属」せざるをえないように、

「統制」され、経済力の高い地域の地方公共団体
といえども、歳出が地方税による税収を超過す
るように、法定され、全国同一水準の地方公共
サーヴィスを実現されるように地域間所得再分
配が行われる、ということである。経済力の低
い地域は、現行の、「統制と従属」に賛成する可
能性がある。
　「国による規制を撤廃あるいは緩和して自治
体を隷属から解放する」とは、国と地方の各税
収の比率と、国と地方の各歳出の比率との格差
を、縮小し、地域間所得再分配の機能を低下さ
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せ、全国的に、同一ではなく、相異なる水準の
地方公共サーヴィスを供給する、ということで
ある。これに、経済力の低い地域は、反対する
可能性がある。つまり、経済力の低い地域は、
自己を「隷属から解放する」ことに反対する可
能性がある。
　結局、「『統制と従属』の側面を強調して国と
地方の関係をとらえる」からと言って、「国によ
る規制を撤廃あるいは緩和して自治体を隷属か
ら解放する・・・ことになる」とは限らないの
である。

　この観点から直轄負担金の問題を考える
と、事業を縮減して地方の負担を軽減し、行
財政運営の自由度を高めることが、この問題
の解決にあたってのポイントということに
なる。

　
　「この観点から直轄負担金の問題を考える」
からと言って、「事業を縮減して地方の負担を
軽減し、行財政運営の自由度を高めること」に、
帰結しない。経済力の低い地域は、「事業を縮減
して地方の負担を軽減し、行財政運営の自由度
を高めること」に反対する可能性がある。
　「事業を縮減して地方の負担を軽減し、行財
政運営の自由度を高める」とは、単位費用を算
出する際に、標準団体で行政経費を積算する対
象から、直轄事業を削減し、それによって、国
庫支出金と地方交付税とを削減し、両者のため
の財源の国税を削減し、削減する国税だけ地方
に地方税として移管する、つまり地方税を増額
する、いうことである。徴収される国税には地
域間格差があり、従って、削減される国税は経
済力が高い地域ほど大きく、同じことだが、増
額する地方税は経済力が高い地域ほど大きい。
縮減される事業は全国一律なので、経済力が高
い地域ほど地方公共サーヴィスを拡大でき、逆
は逆、である。
　かくして、経済力の低い地域は、「事業を縮減

して地方の負担を軽減し、行財政運営の自由度
を高めること」に反対する可能性がある。

　国と地方の関係を、国からの財政移転を通
じた「庇護（ひご）と依存」の関係としてとら
えると、国が何らかの財政措置によって直轄
負担金に関する自治体の負担を軽減すること
が、この問題を巡る議論のポイントというこ
とになる。

　
　「国と地方の関係を、国からの財政移転を通
じた『庇護（ひご）と依存』の関係としてとらえ
る」としても、「国が何らかの財政措置によって
直轄負担金に関する自治体の負担を軽減するこ
とが、この問題を巡る議論のポイントというこ
とになる」、というように帰結する、とは限らな
い。
　「国からの財政移転を通じた『庇護（ひご）と
依存』の関係としてとらえる」「国と地方の関
係」とは、国と地方の各税収の比率を2対1と
し、他方、国と地方の各歳出の比率は1対2とす
る、というように、税収と歳出とが、法律によっ
て、「統制」され、国に地方が、「従属」せざるを
えないように、「統制」され、経済力の高い地域
の地方公共団体といえども、歳出が地方税によ
る税収を超過するように、法定され、全国同一
水準の地方公共サーヴィスを実現されるよう
に地域間所得再分配が行われる、ということで
ある。「国が何らかの財政措置によって直轄負
担金に関する自治体の負担を軽減する」とは、
地方交付税を減額し、実質的には、国庫支出金
を増額することであり、地域間の所得再分配効
果は、地方交付税よりも国庫支出金の方が小さ
く、従って、経済力の低い地域は、「国が何らか
の財政措置によって直轄負担金に関する自治体
の負担を軽減する」ことに反対する可能性があ
る。これが、「この問題を巡る議論のポイントと
いうことになる」、とは限らないのである。
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　地方の財源不足を地方交付税や特例交付
金によって補てんする「地方財政対策」のス
キーム

　
　「地方の財源不足」を原因として、「地方交付
税や特例交付金によって補てんする『地方財政
対策』」が採用されている、のではない。誤解を
恐れず、敢えて言えば、その逆が正しく、「地方
交付税や特例交付金」を交付するために、「地
方の財源不足」を作為的に創出しているのであ
る。すなわち、国と地方の各税収の比率を2対1
とし、他方、国と地方の各歳出の比率は1対2と
する、というように、税収と歳出とが、法律に
よって、「統制」され、税収の比率と歳出の比率
とが正反対になるように「統制」され、国に地
方が、「従属」せざるをえないように、「統制」さ
れているが、これは、取りも直さず、「地方の財
源不足」が、作為的に創出されていることを意
味するのである。経済力の高い地域の地方公共
団体といえども、歳出が地方税による税収を超
過するように、法定され、従って、国庫支出金
と地方交付税との合計によって、その差額を補
てんされるように、法定されているが、これは、
取りも直さず、「地方の財源不足」が、作為的に
創出されていることを意味するのである。
　「地方交付税や特例交付金」の交付は、全国同
一水準の地方公共サーヴィスを実現するように
行われ、これが地域間所得再分配によって可能
になる。「地方交付税や特例交付金」のための国
税に地域間格差があり、又、地方交付税が充当
される財源不足額に地域間格差があるために、
作為的に創出された「地方の財源不足を地方交
付税や特例交付金によって補てんする」過程に
おいて、地域間所得再分配が行われ、全国同一
水準の地方公共サーヴィスを実現されることに
なるのである。「地方交付税や特例交付金」の交
付は、直接的には、「地方の財源不足を・・・補
てんする」ためであっても、その過程において、
地域間所得再分配による全国同一水準の地方

公共サーヴィスの実現を、随伴しているのであ
る。

　今年度については、国による応急的な財政
措置（地域活性化・公共投資臨時交付金）に
よって直轄負担金の実質的な負担を大幅に軽
減する措置が講じられている。
　この方向での問題解決は地方の財源不足を
地方交付税や特例交付金によって補てんする

「地方財政対策」のスキームの延長線上で理
解可能であり、既存の制度との親和性が高い
というメリットがある。

　
　従来の「スキームの延長線上で理解可能」で
はないし、又、「既存の制度との親和性が高い」、
ということもない。と言うのは、従来の「スキー
ム」は、地方交付税に関するものであり、他方、

「国による応急的な財政措置（地域活性化・公共
投資臨時交付金）」は国庫支出金だからである。
従って、「既存の制度との親和性が高い」、とい
うこともないのである。

　この対応策の下では直轄事業の縮減を伴う
ことなく地方の負担を軽減することができる
ことから、制度の見直しに伴うさまざまなあ
つれきを回避できるという点で無難な解決策
といえるかもしれない。

　
　「あつれきを回避できる」、とは必ずしも言え
ず、従って、「無難な解決策といえる」、とは限
らない。と言うのは、「この対応策の下では直轄
事業の縮減を伴うことなく地方の負担を軽減
する」、というのは、地方交付税を減額し、実質
的には、国庫支出金を増額することであり、地
域間の所得再分配効果は、地方交付税よりも国
庫支出金の方が小さく、この対応策に、経済力
の低い地域は反対する可能性があり、その限り
で、経済力の低い地域の反対という「あつれき
を回避できる」、ということは無く、「無難な解

93191経済学研究 第43巻1号_校了.indb   50 2010/02/13   22:08:52



－  51  －

決策といえる」、とは限らないからである。

　と言うのは、「国が実施する事業の一部をそ
の事業の実施によって便益を受ける自治体が負
担するという制度そのものは、受益者負担の観
点からみて合理的なものといえる」、とし、「国
が実施する事業の一部・・・によって」自治体
が受ける「便益」が、「国の直轄事業における地
方（自治体）の負担割合は事業の種類によって
異なるが、公共施設の建設については3分の1、
維持管理については10分の4.5とすることが基
本となっている」、とする場合の、負担割合の、
これら3分の1、10分の4.5それぞれに対して見
合っているとすれば、「国による応急的な財政
措置（地域活性化・公共投資臨時交付金）によっ
て直轄負担金の実質的な負担を大幅に軽減す
る」つまり、「直轄事業の縮減を伴うことなく地
方の負担を軽減する」、とは、負担割合を縮小す
る、ということであり、単位費用を算出する際
の、国庫支出金を増額する、ということだから
である。

12	既存文献の検討　―その2―

　次の引用文と、次の13で掲げる引用文は、す
ぐ上の11までで検討した引用文とは、異なる他
の部分である。

　道路の維持管理費は本来その管理者が負担
すべきだという指摘もあるが、直轄国道の維
持管理費の10分の4.5を都道府県が負担する
ことは道路法に明記されており（道路法50条
2項）、あらかじめ定められたルールから逸脱
する対応を求めることには相当の理由が必要
である。

　「道路法に明記されて」いる「あらかじめ定め
られたルールから逸脱する」、ことは、違法行
為であり、「相当の理由が必要である」、どころ

ではなく、理由そのものがありえない。特別措
置法によって、「道路法に明記されて」いる「あ
らかじめ定められたルールから逸脱する」こと
は、合法的であり、当然のこととして、それな
りに「相当の理由が必要である」。ただ、例え、「道
路法に明記されて」いるとしても、「あらかじめ
定められたルール」が、合理的な基準から「逸
脱」している場合には、特別措置法によって、
合理的なルールを定めることに、「相当の理由」
など不「必要である」。
　道路法に対する「逸脱」ではなく、「道路法」
そのものを、改定することは可能である。「道路
法に明記されて」いる「あらかじめ定められた
ルール」を改定することは、可能である。その
理由が合理的ならば、同義反復だが、それが「相
当」ということもない。
　「直轄国道の維持管理費の10分の4.5を都道府
県が負担すること」が、都道府県が受ける便益
に見合っている場合に、特別措置法によって、
負担割合を例えば10分の3.5で実施することは、

「道路法に明記されて」いる「あらかじめ定めら
れたルールから逸脱する」ことであり、それな
りに「相当の理由が必要である」。しかし、負担
割合の例えば10分の3.5が便益に見合っている
場合に、「道路法に明記されて」いる「あらかじ
め定められたルール」を改定するために、「相当
の理由」など不必要であり、いわば通常の理由
で事足りる。
　「道路の維持管理費は本来その管理者が負担
すべきだという指摘」が正しい、とは必ずしも
言い難い。この場合の「本来」とは如何なる意
味かと問うた時、根拠が無いからである。
　単一の主体の管理者が供給する同一の公共
サーヴィスを、その管理者と直接関係する主体
だけでなく、この主体を含めて管理者と直接関
係しない主体も、受益する場合、前者だけでな
く、後者も、支出することは、合理的だからで
ある。国道は国が単一の主体の管理者であり、
それが供給する同じ国道を、全国のいわば国民
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が利用するだけでなく、国道が位置する地域の
住民も地域住民として利用するので、後者の地
域の地方公共団体が支出するのは合理的だから
である。
　義務教育に関して、管理者は市町村である
が、校舎・校庭・光熱水などは市町村、人件費は
都道府県がそれぞれ支出し、両者に対して国か
ら国庫支出金・地方交付税が交付されている。
義務教育費は、「本来その管理者が負担すべき
だという指摘」が正しい、とすれば、国庫支出
金・地方交付税は廃止して、そのための国税は
地方に移管することになり、全国的に相異なる
水準の義務教育サーヴィスが行われることにな
る。その指摘は、特定の一つの選択肢に対する
選好の表明でしかない。現行では、義務教育の
管理者は、市町村であるにも拘わらず、「本来そ
の管理者が負担すべきだという指摘」のように
はなっていないのである。直轄事業とは、正反
対であるが、義務教育に関して、「本来」という
ことにはなっていないのである。
　地方公共団体の支出額の財源は、地方税と、
国庫支出金・地方交付税との合計であるが、前
者の地方税は、地域住民の負担であるが、後者
の国庫支出金・地方交付税の財源の国税は国民
としての負担である。各地域の地方公共団体が
受けた国庫支出金・地方交付税の合計額と、そ
れぞれの地域の住民が国民として納付した国税
の負担額とが一致する必然性は低い。経済力の
高い地域では、納付した国税の負担額の方が、
受けた国庫支出金・地方交付税の合計額よりも
大きく、逆は逆、である。

13	既存文献の検討　―その3―

　直轄負担金を巡る問題の解決にはさまざま
な困難が伴うが、これらの問題を乗り越えて
負担金の見直しが地方分権改革の進展と結び
つく形で進められていくことになるかは、「こ
の国のかたち」に関する各自治体の選好に依

存する。今後の国と地方のあり方について「統
制と従属」からの脱却と「庇護と依存」の継
続のいずれを選ぶのか、その選択権は地方の
側にある。

　「負担金の見直しが地方分権改革の進展と結
びつく形で進められていくことになるかは、『こ
の国のかたち』に関する各自治体の選好に依存
する」、のではなく、国会の、究極的には、地域
住民でもある、国民の「選好に依存する」。経済
力の高い地域の地域住民でもある、国民は、「負
担金の見直しが地方分権改革の進展と結びつく
形で進められていくこと」、に賛成する可能性
が高く、逆は逆、である。
　「今後の国と地方のあり方について『統制と
従属』からの脱却と『庇護と依存』の継続のい
ずれを選ぶのか、その選択権は地方の側にあ
る」、のではなく、地域住民でもある、国民にあ
る。『統制と従属』と『庇護と依存』とを決定し
ているのは、国会であり、究極的には、地域住
民でもある、国民であるからである。究極的に
は、国民としての自分が、地域住民としての自
分を、『統制』し、地域住民としての自分が、国
民としての自分に、『従属』し、又、国民として
の自分が、地域住民としての自分を、『庇護』し、
地域住民としての自分が、国民としての自分
に、『依存』していており、かような『統制と従
属』と『庇護と依存』とを決定しているのは、国
会であり、究極的には、国民である。経済力の
高い地域の国民は、「『統制と従属』からの脱却」
に賛成し、経済力の低い地域の国民は、それに
反対する可能性が高く、又、経済力の低い地域
の国民は、「『庇護と依存』の継続」に賛成し、経
済力の高い地域の国民は、それに反対する可能
性が高い。
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14	おわりに

　昨今の直轄事業負担金の論議は、橋下大阪府
知事が、負担金の支出内容を開示しないで地方
公共団体に請求する国を、ぼったくりバーみた
いなものだ、と称したことに、端を発する。本
稿では、負担金については、その支出内容は問
題にせず、その大きさを問題にする、という観
点から、論を進めた。直轄事業が供給する公共
サーヴィスのうちの、各地域が受ける地方公共
サーヴィスに、直轄事業負担金が見合う、とし
て論を進めたが、これは取りも直さず、そうい
う観点を取ったということである。公共サー
ヴィスの受益者としては、負担金という支払額
が、公共サーヴィスの便益と見合うか否かが、
問題になるだけであり、その公共サーヴィスの
供給者が、その収入を如何に支出するかは、受
益者にとって無関係なことと考えるからであ
る。一般の財貨サーヴィスの場合も、その購入
者にとって問題になるのは、その価格の大小だ
けであって、供給者が、収入を、人件費、原材料
費、減価償却費などに充当し、その人件費の一
部を社員の福利厚生費として例えばゴルフ旅行
に支出したからと言って、購入者がクレームを
付ける筋合いではないからである。直轄事業が
供給する公共サーヴィスについては、その一部
を、その直轄事業が行われる地域の住民が、地
方公共サーヴィスとして主として利用するので
あり、その受益に、負担金が見合うか否かが、
基本的問題であると考えるのである。
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