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河 野 惟 隆

地方交付税と三位一体改革

1　はじめに

本稿の目的は、地方交付税と国庫支出金とを
廃止し、そのための財源の国税を地方税に移譲
する、ということを、三位一体改革と考え、そ
の際に、地方交付税を主にして、考察しようと
するものである。現実の三位一体改革は、国庫
支出金を部分的に廃止し、国税の一部を地方税
に移譲することを先行させ、地方交付税につい
ては、後日の検討課題とする、というもので
あったので、本稿の三位一体改革と、現実の三
位一体改革との間には、若干の乖離が存する
が、前者は後者を包含するものであり、その限
りで、本稿は、現実を考察するものにもなって
いると言って良い。

本稿では、土居　丈朗［2009−2010］を検討
し、それを通して、本稿の課題を果たしたい。
同稿は、三位一体改革を論じ、それを地方交付
税との関連で論じており、本稿の課題を果たす
上で、格好の手掛かりとなりうるからである。
本稿では、同稿の分割した部分の全体を掲げる
ときは実線で囲み、個別に検討するときは、カ
ギ括弧「　」で囲むことにする。

2　�地方交付税・国庫支出金の制度的
側面

地方交付税は、地方公共団体の自主性を損
なわずに地方財源の均衡化を図り、かつ地方
行政の計画的な運営を保証するために、国が
使途を制限しない財源として国税の一定割合

を地方公共団体に移転するものです。1999年
度からは、地方税減税等による減収を補填す
るべく、地方特例交付金を受け取っていま
す。近年では、歳入全体の20％前後を占めて
います。

土居　丈朗［2009−2010］86頁。

詳細は後述するが、結論から先に言えば、「地
方交付税は・・・国が使途を制限しない財源」
ではなく、「国が使途を制限」する「財源」で
ある。

地方交付税総額をどの地方公共団体にどれ
だけ交付するかは、次のように決めます。普
通交付税を配分する際に、地方公共団体ごと
に基準財政収入額と基準財政需要額を算定し
ます。基準財政収入額は、標準的な状態にお
いて徴収が可能な税収を、地域、人口規模な
どを基準化して各地方公共団体ごとに一定の
方法で総務省が算定した額です。基準財政需
要額は、地方公共団体が等しく合理的かつ妥
当な水準で自主的に事務事業を遂行するに必
要な経費を、地域、人口規模などを基準化し
て各地方公共団体ごとに一定の方法で総務省
が算定した額です。基準財政需要額の中に
は、一般的な行政経費だけでなく、公債費

（地方債元利償還金）も算入されており、地
方債の元利償還が多い団体ではそれだけ基準
財政需要額が多くなる傾向があります。

基準財政収入額が基準財政需要額よりも少
ない地方公共団体には、通常、その差額に応
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じて普通交付税が交付されます。普通交付税
が交付される地方公共団体を、交付団体と呼
びます。大半の地方公共団体は交付団体で
す。普通交付税額は各地方公共団体ごとに基
準財政需要額と基準財政収入額の差額を基本
として決められます。

他方、基準財政収入額が基準財政需要額を
上回る地方公共団体には、普通交付税は交付
されません。普通交付税が交付されない地方
公共団体を、不交付団体と呼びます。

土居　丈朗［2009−2010］88頁。

「基準財政収入額は・・・各地方公共団体ご
とに一定の方法で・・・算定した額」であるが、
これは「総務省が算定した額」では無く、各地
方公共団体が「算定した額」である。その際に、
全国同一の税率を、各地方公共団体それぞれの
課税標準に、乗じたものであり、その税率は、
法律で一定の幅で規定されている税率のうち、
下限のいわゆる制限税率である。下限か否か
が、重要なのではなく、何れにしても、全国同
一か否かが、重要なのである。地方交付税を公
平に各地方公共団体に交付するために、税率を
各地方公共団体に共通にすることが、重要なの
である。全国同一の制限税率を、各地方公共団
体それぞれの課税標準に乗ずることを、「標準
的な状態において徴収が可能な税収を、地域、
人口規模などを基準化して各地方公共団体ごと
に一定の方法で・・・算定した額」と認識する
ことには、若干の疑問が残る。
「基準財政収入額は・・・税収を・・・算定

した額」であるのは、確かであるが、厳密に言
えば、税収のうち、75%が、基準財政収入額で
ある。詳細は後述するが、基準財政需要額が特
定の事業への支出であり、従って地方交付税が
特定財源であるとすれば、基準財政収入額した
がって地方税のうち75％は特定財源である、と
いうことになる。地方税は、一般財源であると
いうことになっているが、その75％は特定財源

である、ということになる。
基準財政収入額したがって地方税について指

摘して置くべき重要なことは、経済力格差に応
じて地域格差が存在することである。地方税の
税収格差が存在することである。経済力の高い
地方ほど相対的に税収が多く、逆は逆、である。
これは、国税にも、地域格差があることを、証
左するものである。

「基準財政収入額が基準財政需要額よりも少
ない地方公共団体」とか、「基準財政収入額が
基準財政需要額を上回る地方公共団体」という
ように、基準財政収入額と対比される場合の、
基準財政需要額は、厳密に言えば、地方公共団
体それぞれの、基準財政需要額（総額）のこと
である。地方公共団体はそれぞれ、有限個の特
定事業を遂行しているが、有限個の特定事業そ
れぞれについて基準財政需要額を算出し、これ
を便宜的に（特定）基準財政需要額と命名して
おくと、有限個の（特定）基準財政需要額を合
計したものが、基準財政需要額（総額）であり、
基準財政収入額と対比されているときの基準財
政需要額である。
（特定）基準財政需要額は、標準団体で算出

される単位費用に、地方公共団体それぞれの実
際の測定単位が乗ぜられ、これに、さらに、地
方公共団体間において地方公共団体それぞれの
実情を考慮された補正係数を乗ぜられて算出さ
れる。標準団体は、現実の地方公共団体ではな
く、都道府県と市町村それぞれについて一定規
模のものが想定され、同時に、特定事業それぞ
れについて一定規模のものが想定され、価格が
想定され、結果的に特定事業それぞれの費用が
算出され、この特定事業それぞれの費用から、
国庫支出金が控除され、その残額を測定単位で
除したものが、単位費用と定義される。尚、全
国的に、各特定事業の規模と価格とを変更する
ときは、標準団体における規模と価格と変更さ
れ、単位費用が変更される、という形が取られ
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る。
基準財政需要額、と言っても基準財政需要額

（総額）、について指摘して置くべき重要なこと
は、特定事業それぞれの費用から、国庫支出金
が控除された残額の、（特定）基準財政需要額
が先ず算出され、次いで、（特定）基準財政需
要額の有限個を合計したものが、基準財政需要
額（総額）であり、これは換言すれば、基準財
政需要額（総額）は有限個の（特定）基準財政
需要額の合計であるということである。これ
は、特定財源の国庫支出金でも不足する分を、
地方交付税は充足するものであり、この限りで
も、地方交付税は特定財源である、ということ
になり、さらに、国庫支出金が存在しなくても、
地方交付税は、もともと、（特定）基準財政需
要額の有限個の合計に充当される、ということ
からも、特定財源である、ということになる。

「普通交付税が交付される地方公共団体を、
交付団体と呼びます。大半の地方公共団体は交
付団体です」というのは、確かであるが、重要
なのは、［大半の地方公共団体は交付団体」で
あることの意味を明確にすることである。

地方交付税の財源は、一部を除いて大半は、
究極的には、国税であり、この国税には、経済
力の地域格差に応じて、税収の地域格差が存在
する。経済力の高い地域は国税の税収が相対的
に多く、逆は逆、である。他方、地方交付税が
交付される、地方公共団体それぞれの、基準財
政需要額から基準財政収入額を差し引いた残額
の、財源不足額は、基準財政需要額が全国一律
なのに対応して、経済力が高くなるに応じて基
準財政収入額が相対的に多くなり、逆は逆、な
ので、経済力が高くなるに従って、小さくなる。
つまり、財源不足額には地域格差が存在する。

かような、一方の、地方交付税の財源の国税
の地域格差と、他方の、財源不足額の地域格差
との、両者相俟って、地域間所得再分配が行わ
れている。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、その際に、基準財政
需要額が充足される、ということから、全国同
一水準の公共サービスが実現されている、とい
うことになる。

かくして、［大半の地方公共団体は交付団体」
であるとしても、経済力の高い地域において
は、その地域の地方公共団体は交付団体である
としても、その地域の住民が地方交付税のため
に納付する国税は、その地域の地方公共団体が
交付を受ける地方交付税を上回り、逆に、経済
力の低い地域と雖も、その地域の住民は、地方
交付税のために国税を納付するが、その国税
を、その地域の地方公共団体が交付を受ける地
方交付税は上回る、ということになる。交付団
体間において、かような地域間所得再分配が行
われているからこそ、［大半の地方公共団体は
交付団体」であることが、不思議でもなんでも
ないのである。

国庫支出金は、国が地方公共団体に対して
使途を特定して支出する補助金等のことで
す。使途を特定した補助金を、特定補助金と
も呼びます。国庫支出金は、地方公共団体が
分担した国の業務や国が奨励する施策などに
対して支出され、国庫支出金の使途について
地方公共団体の裁量の余地はほとんどありま
せん。

土居　丈朗［2009−2010］88頁。

国庫支出金と同様に、地方交付税も、「国が
地方公共団体に対して使途を特定して支出する
補助金」であり、「使途を特定した補助金を、
特定補助金とも呼」ぶので、地方交付税も「特
定補助金」である。国庫支出金と同様に、地方
交付税も、「地方公共団体が分担した国の業務
や国が奨励する施策などに対して支出され」て
おり、「使途について地方公共団体の裁量の余
地はほとんどありません」。
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一般財源とは、地方公共団体が使途を自由
に決定できる財源です。一般財源には地方
税、地方譲与税、地方交付税だけが含まれま
す。地方純計での一般財源の割合は、高度成
長期から1980年代前半まで50％強で1990年度
前後に約60％まで上昇しましたが、それ以降
は低下して近年では50％強となっています。

特定財源とは、地方公共団体にとって使途
が制限されている財源です。国庫支出金、地
方債など一般財源でないものが含まれます。

土居　丈朗［2009−2010］89−90頁。

「一般財源とは、地方公共団体が使途を自由
に決定できる財源です。一般財源には地方税、
地方譲与税、地方交付税だけが含まれます」と
いうのは、誤りであり、「地方税・・・地方交
付税」は、「地方公共団体が使途を自由に決定
でき」ない「財源」であり、「一般財源には地
方税・・・地方交付税・・が含まれ」ない、と
いうのが正しい。
「特定財源とは、地方公共団体にとって使途

が制限されている財源です。国庫支出金、地方
債など一般財源でないものが含まれます」とい
うのは誤りである。国庫支出金と同様に、地方
交付税も、「地方公共団体にとって使途が制限
されている財源」である。「国庫支出金、地方
債」だけでなく、地方交付税を「一般財源」で
ある、という認識は誤りで「一般財源でない」
とするのが正しいので、「一般財源でないもの」
の地方交付税「が含まれます」というのが正し
いということになる。

3　地方分権定理

そもそも、地方分権が望ましい理由は、経
済学的には、オーツの地方分権定理（分権化
定理）によって裏付けられています。地方分
権定理は、地方公共財（ある地方公共団体住
民にしか便益が及ばない行政サービス）を中

央政府が供給しても地方公共団体が供給して
も（限界）費用が同じであるとき、地方公共
団体が各地域で地方公共財を最適に供給でき
るならば、中央政府が地方公共財を各地域に
一括して同じ供給量だけ供給するよりも、各
地域で地方公共団体が供給したほうが経済全
体では効率的である、というものです。この
定理から、中央集権的な制度では画一的な行
政に伴う根本的に解消し得ない非効率が生じ
るから、分権的な制度を採るべきである、と
の含意が得られます。地方公共団体ごとに住
民の要望に応じて行政サービスを独自に決め
ることで、負担と便益の関係を明確にして行
政を行うことができるのです。

土居　丈朗［2009−2010］92頁。

ここで、「負担と便益の関係を明確にして行
政を行う」とは、次のように、後述しているこ
とから明らかなように、負担と便益とを一致さ
せることである（以下の、前述、とは、上記を
指す）。「基本としては、前述の地方分権定理の
ように、地方で効率的にできることは地方で行
うのが望ましいのです。その上で、行政範囲の
便益が及ぶ範囲とほぼ同範囲の行政体に権限を
委ね、その行政区域内の住民に費用を負担して
もらうのが、資源配分の効率性の観点から望ま
しいのです。つまり、行政サービスの提供は、
受益と負担ができるだけ一致するように行うの
が望ましいのです」。

地方交付税と国庫支出金とは、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ビ
スを実現するものであり、地域間に経済力格差
が存在することを前提し、従って税収格差が存
在することを前提する。経済力の高い地域にお
いては、そこの住民の納める国税が、そこの地
方公共団体に交付される地方交付税と国庫支出
金とを超過し、いわば国税超過額が存在し、逆
に、経済力の低い地域においては、そこの住民
の納める国税が、そこの地方公共団体に交付さ
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れる地方交付税と国庫支出金とに不足し、いわ
ば交付不足額が存在し、国の、一方における国
税の徴収と、他方における地方交付税と国庫支
出金の交付の過程において、前者の国税超過額
が後者の交付不足額に充当されているのである。

ここでは、受益と負担とは一致していない。
地方分権定理は実現されていない。全国同一水
準の受益の実現が目的だからである。地方分権
定理の実現を目的とする社会では、受益と負担
の一致を、効率が実現されていると、考えると
同時に、公平も実現されていると考える。これ
に対して、いわば負担力に地域間格差が存在す
る場合、負担と便益を一致させると、便益に地
域間格差が存在するが、便益は全国同一である
ことを公平とする社会では、負担力の格差を前
提として、地域間所得再分配によって全国同一
水準の受益を実現しようとする。公平を、受益
と負担の一致と考えるか、あるいは、全国同一
水準の受益の実現と考えるかは、各国の国民が
自由に選択しうる権利である。他国の国民が容
喙するような事柄ではないし、もともと容喙で
きる事柄でもない。

4　三位一体改革と税源移譲

小泉内閣は、国と地方の税財政改革である
「三位一体改革」を実行しました。そもそも
「三位一体」とは、地方税、地方交付税、国
庫支出金、（国庫補助負担金）を一体として、
地方分権改革を行っていくことを指します。

しかし、「三位一体改革」は、包括的改革
のプランとしては問題を抱えていました。「三
位一体改革」では、国庫補助負担金を削減す
る代わりに国税を地方税に振り替える税源移
譲をセットとして行い、財源保障を担わせた
い地方交付税の改革はそれらとはやや独立し
て行う形で実施されました。

税源移譲と国の財源保障・関与の現状維持
を前提に改革を始めれば、次のような事態に

陥ると想像されました。まず、税源移譲を優
先すると、経済力のある地域の税収は大きく
増えますが、過疎部の地方公共団体の税収は
それほど増えず、地域間財政力格差が拡大し
ます。税源移譲をするからには国の支出、と
くに地方公共団体への国庫補助負担金を削減
せざるを得ず、国から財源が手当てされてい
ないが義務的に行わなければならない地方団
体の財政支出が拡大します。そうなれば、地
方団体から財政力格差是正や、財源保障への
要求が高まります。既存の制度で対応するな
ら、この要求には地方交付税を増額すること
になります。地方交付税を増額すれば、国の
財政は悪化し、地方の財政依存体質も改善し
ません。現行制度の地方交付税に依存した地
方財政では、地方団体の自律的な財政運営は
期待できません。

土居　丈朗［2009−2010］92頁。

「『三位一体改革』は、包括的改革のプランと
しては問題を抱えていました」、と言うが、し
かし、そもそも、三位一体改革が、「包括的」
に行われるべきである、と解することに問題が
ある。と言うのは、国税が地方税に移譲される
際に、国庫支出金と地方交付税とは、「包括的」
ではなく、相互に独立のこととして行われ得る
ことだからである。国庫支出金を削減し、その
削減額と同額だけ、国税を地方税に移譲するこ
とと、地方交付税を削減し、その削減額と同額
だけ、国税を地方税に移譲することとは、相互
に独立のこととして行われ得ることだからであ
る。
「『三位一体改革』では、国庫補助負担金を削

減する代わりに国税を地方税に振り替える税源
移譲をセットとして行い、財源保障を担わせた
い地方交付税の改革はそれらとはやや独立して
行う形で実施され」、る場合に、「国庫補助負担
金を削減する」、際に、その削減額と同額だけ、

「代わりに国税を地方税に振り替える税源移譲
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をセットとして行」、えば、「財源保障を担わせ
たい地方交付税の改革はそれらとはやや独立し
て行う形で実施され」、ることは不必要だった
はずで、問題は無かったはずであり、あるいは、
国庫補助負担金の削減額に満たない額の、国税
を地方税に移譲し、その削減額のうち国税相当
額を超過する額に満たない額だけ、「財源保障
を担わせたい地方交付税の改革」つまり増額を
行えば、曲がりなりにも、三位一体改革が行わ
れ得たはずで、問題は無かったはずである。曲
がりなりにも、と限定したのは、本格的な三位
一体改革とは、税源移譲に対応して、国庫補助
負担金だけでなく、地方交付税も、削減する、
というもののはずだが、ここでは、地方交付税
は増額となっていて、増額も変革であることに
違いは無い、という謂わば強弁の下で、三位一
体改革としており、三位一体改革でも、変格も
のに過ぎないからである。

三位一体改革とは、本格的には、税源移譲、
国庫補助負担金削減、地方交付税削減の三つ
を、同時に行うことであるから、考え方として、

「まず、税源移譲を優先すると」、ということは
あり得ない。従って、「税源移譲をするからに
は国の支出、とくに地方公共団体への国庫補助
負担金を削減せざるを得ず」、というように、
国庫補助負担金の削減が、「せざるを得ず」、と、
受身的に余儀なく行われる、ということはあり
得ない。税源移譲と国庫補助負担金削減とが、
同時に行われる、ことが、前提である。
「国から財源が手当てされていないが義務的

に行わなければならない地方団体の財政支出が
拡大します。そうなれば、地方団体から財政力
格差是正や、財源保障への要求が高まります」、
というのも、条件が一面的に仮定されている。

「地方団体の財政支出が拡大」、することが、国
庫補助負担金の削減の謂であるとすると、「そ
うなれば、地方団体から・・・財源保障への要
求が高ま」、る場合は、その削減額に、税源移
譲された地方税が、満たない場合である。以上

である場合は、「財源保障への要求が高ま」、る
ことはあり得ない。
「地方団体の財政支出が拡大します。そうな

れば、地方団体から財政力格差是正・・・への
要求が高ま」、る場合は、経済力の低い地域に
おける場合であって、そこでは、削減額に、税
源移譲された地方税が満たないからであり、逆
に、経済力の高い地域においては、削減額を、
税源移譲された地方税が超過する可能性があ
り、「財政力格差是正・・・への要求が高ま」、
ることはあり得ない。

しかも、そもそも、「地方団体の財政支出が
拡大します。そうなれば、地方団体から財政力
格差是正や、財源保障への要求が高まります」、
ということがあるとすれば、それは視野狭窄で
怠慢の謗りを免れない。税源移譲と「地方公共
団体への国庫補助負担金を削減」、することと
は、国会で決定され立法化される事柄であり、
地方公共団体が存在する地域の住民も、国民と
して、その立法化に参加していて、その立法化
の際に、財政力格差あるいは財源不足は、事前
に、見通せたはずだからである。法律を実施し
て事後になって初めて分かる、ということでは
ないからである。視野狭窄で事前に分からなけ
ればならなかったことが、分かっていなかった
だけのことだからである

上でも述べたように、本格的な三位一体改革
とは、税源移譲、国庫補助負担金削減、に加え
て、地方交付税に関しても、国庫補助負担金と
同じく、削減であるはずであるから、「既存の
制度で対応するなら、この要求には地方交付税
を増額することになります」、という、逆の増
額はあり得ないはずである。なるほど、増額で
も、変革には違いは無いから、この場合も三位
一体改革に含めるとしても、通常とは異なるの
で、変格三位一体改革ということにすると、こ
れも可能ではある。先にも述べたように、国庫
補助負担金の削減額に満たない額の、国税を地
方税に移譲し、その削減額のうち国税相当額を
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超過する額に満たない額だけ、地方交付税の増
額を行えば、「地方団体から財政力格差是正や、
財源保障への要求が高まります。既存の制度で
対応するなら、この要求には地方交付税を増額
することになり」、曲がりなりにも、三位一体
改革が行われ得ることになる。しかしこれは、
所詮、変格三位一体改革でしかない。

やはり、本格的な三位一体改革としては、税
源移譲に対応して、地方交付税も、国庫支出金
と同様に、削減されるものでなければならな
い。「既存の制度で対応するなら、この要求に
は地方交付税を増額することになります」、で
はなく、減額することにならなければならな
い。減額の条件を確定するためには、「既存の
制度で対応するなら、この要求には地方交付税
を増額することになります」、という結果に帰
着する原因を遡及して分析してみれば良い。原
因は、「まず、税源移譲を優先すると・・・地
方公共団体への国庫補助負担金を削減せざるを
得ず・・・地方団体の財政支出が拡大します。
そうなれば、地方団体から財政力格差是正や、
財源保障への要求が高まります」、ということ
であるから、結局、国庫補助負担金の削減額を
超過して、国税の地方税への税源移譲をしてお
けば、税源移譲された地方税のうち、削減相当
額の超過額以下の、地方交付税の減額が可能に
なる。実は、「地方交付税を増額することにな」、
る、のは、暗黙裡に、削減額以下の税源移譲が
一面的に仮定されていたのである。「地方交付
税を増額」、できるように、特定の条件が仮定
されていたのである。削減額を超過した税源移
譲は暗黙裡に除外されていたのであり、「まず、
税源移譲を優先すると・・・地方公共団体への
国庫補助負担金を削減せざるを得ず・・・地方
団体の財政支出が拡大します。そうなれば、地
方団体から財政力格差是正や、財源保障への要
求が高まります。既存の制度で対応するなら、
この要求には地方交付税を増額することになり
ます」、という一連の論理の運びは、税源移譲

のうち、削減額以下の場合だけが仮定されてい
たのであり、他方の、削減額超過の場合は無視
されていたのであるから、その限りで、一面的
の謗りは免れないのである。この叙述に続く、

「地方交付税を増額すれば、国の財政は悪化し、
地方の財政依存体質も改善しません」、という
叙述は直ぐ後で検討するが、これも、一面的な
条件を仮定した場合である。

なお、税源移譲の上限は、国庫補助負担金と
地方交付税のそれぞれ総額の合計額である。ま
た、国庫補助負担金の全額が削減され、次いで
地方交付税の一部が減額されなくとも、国庫補
助負担金と地方交付税のそれぞれ一部が減額さ
れる場合もあり得る。
「地方交付税を増額すれば、国の財政は悪化

し、地方の財政依存体質も改善しません」、と
いうことのうち、「地方の財政依存体質も改善
しません」、というのは正しいが、「国の財政は
悪化し」、ということはあり得ない。両立し得
ない。と言うのは、「地方交付税を増額すれば」、
というのは、先にも述べたように、国庫補助負
担金の削減額に満たない額の、国税を地方税に
移譲し、その削減額のうち国税相当額を超過す
る額に満たない額だけ、「地方交付税を増額す
れば」、ということであって、国庫補助負担金
の削減額のうちの、国税の地方税への移譲額相
当額と、地方交付税の増額との、合計額を超過
する額だけ、「国の財政は悪化し」、ではなく、
逆に、改善するからである。改善するというこ
とは、国の地方への、ネットでの交付額が削減
されることであるから、「地方の財政依存体質
も」、ではなく、「地方の財政依存体質」、は「改
善しません」、ということと、同値なのである。

「国の財政」、が改善することと、「地方の財政
依存体質」、は「改善しません」、とは、同値な
のである。
「地方交付税を増額すれば、国の財政は悪化

し、地方の財政依存体質も改善しません」、と
いう叙述から、「国の財政は悪化し」、という部
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分は、削除可能であるから、削除して考えるこ
とにする。「地方交付税を増額すれば・・・地
方の財政依存体質も改善しません」、というこ
とと、｢現行制度の地方交付税に依存した地方
財政では、地方団体の自律的な財政運営は期待
できません｣、ということとは、無関係で、相
互に独立的なことである。そもそも、前者の叙
述は、文脈から、国の地方への、ネットでの交
付額が削減されることであったから、これと、
後者とは無関係である。両者に関係があるとし
たら、前者を、文脈から完全に切り離し、つま
り、税源移譲も国庫補助負担金削減も何れも行
われず、単に、「地方交付税を増額すれば」、だ
けであると解した場合である。これは、三位一
体改革とは無縁の事柄になる。何れにしても、
後者は、三位一体改革とは関係のないことであ
る。

ともあれ、三位一体改革としては、本格的に
は、税源移譲、国庫補助負担金削減、地方交付
税削減の三つを、同時に行う、ようなものを考
えないと、意味が無いように思われる。

5　三位一体改革と地方税改革

まず、地方分権を進める上で、地方税の拡
充は不可欠です。「三位一体改革」の中でも、
地方税の増強は謳われましたが、税源移譲に
よってそれが行われました。しかし、国税も
地方税も増税しないという「ゼロサムゲー
ム」の中で、国税から地方税へ振り替える税
源移譲だと、地方税の増収は国税の減収を意
味するため、国の財政収支の悪化を嫌って税
源移譲に反対する動きが出てきます。

それよりは、地方税を増税するか減税する
かは国とは独立に地方公共団体の独自の判断
で決め、地方公共団体が課税自主権を実質的
に発揮するようにすれば、地方税の増強が実
現できます。

現行の地方税制の下では、ほとんどの地方
公共団体が、国の法律である地方税法に定め
られた税率で課税し、独自に税率を決める権
限を事実上行使していない状態です。そこか
ら、地方公共団体が原則として基幹税につい
て税率を自由に設定して課税できる状態にす
ることが重要です。

土居　丈朗［2009−2010］92頁。

「国税から地方税へ振り替える税源移譲だと、
地方税の増収は国税の減収を意味するため、国
の財政収支の悪化を嫌って税源移譲に反対する
動き」が出てくることはあり得ない。「国税か
ら地方税へ振り替える税源移譲だと、地方税の
増収は国税の減収を意味する」ことは、当然の
こととして、「国税の減収」相当額だけ、国の
歳出が減額されるので、「国の財政収支の悪化」
が惹起されるはずが無いからである。
「地方税を増税するか減税するかは国とは独

立に地方公共団体の独自の判断で決め、地方公
共団体が課税自主権を実質的に発揮するよう
に」する、という主張は、国税は変更せずに据
え置く、ということを前提している。しかし、
このような前提は、無意味である。「現行の地
方税制の下では、ほとんどの地方公共団体が、
国の法律である地方税法に定められた税率で課
税し、独自に税率を決める権限を事実上行使し
ていない状態」なのは、一方で税収の比率を国
と地方で2対1とし、他方で歳出の比率を国と地
方で、税収とは逆に、1対2とし、その際に、国
から地方へ、地方交付税と国庫支出金を交付す
ることを内包しており、しかも、その交付は、
単なる差額補填ではなく、つまり、各地域で徴
収した国税と同額をそれぞれ各地域へ交付する
のではなく、つまり単に返却するのではなく、
地域間所得再分配を実現しているからである。
従って、「地方税を増税するか減税するかは国
とは独立に地方公共団体の独自の判断で決め、
地方公共団体が課税自主権を実質的に発揮する
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ように」する、際には、地方交付税と国庫支出
金に充当していた国税相等額だけ、減額するこ
とが必要不可欠である。

6　地方交付税の算定方法

地方交付税の算定方法には、地方の財政規
律を阻害する要因が内在しています。地方交
付税は、地方公共団体ごとに、今年度の基準
財政収入額と基準財政需要額を算定し、基準
財政需要額のほうが多い地方公共団体にの
み、その差額である財源不足額に比例して

（普通）交付税が交付されます。
こうした差額補填方式とも呼べる算定方法

には次のような問題点があります。例えば、
地方公共団体が熱心に行政改革に取り組んで
いて、住民の要望に応えて少子化に合わせて
小中学校を統廃合したとします。そうする
と、小中学校のためにかかる経費が節約でき
ます。それとともに、基準財政需要額で教育
費はそんなに必要ないと見なされて、基準財
政需要額は少なくなります。もし基準財政収
入額が同じならば、基準財政需要額が減った
分、これらの差額が減って配分される交付税
が減少します。そうなると、行政改革をして
支出を減らしたにもかからず、それに連動し
て（基準財政需要額が減るため）配分される
交付税が減ると、地方公共団体の収支はほと
んど改善しないことになります。このことか
ら、行政改革を行う努力が報われないしくみ
が、現行の交付税の算定方式には内包してい
るといえます。

他の例として、地方公共団体による地元経
済を活性化する努力が実り、税率を上げなく
ても税収が増えたとしましょう。しかし、基
準財政需要額がそのままなら、この税収増加
により、基準財政収入額が多くなり、交付税
がその分だけ少なくなります。すると、税収
が増えても交付税が減る分だけは全体の収入

はそれほど増えないことになります。確か
に、交付税に依存しないようになるでしょう
が、わざわざ努力して地元経済を活性化した
のかわからない結果になります。逆に言え
ば、地元経済を活性化せずに税収が増えなく
ても、交付税で財源が確保できてしまうこと
になります。だから、地方公共団体の税収増
加努力が報われないしくみが地方交付税制度
には内在します。

上記のようなインセンティブが働くこと
は、現行制度が望んでいることではありませ
んが、制度に内在する動機付けが経済合理性
から見て上記の通りであるため、望ましくな
い状況といえます。つまり、地方公共団体が
不必要な支出をやめたり、地元経済を活性化
して税収を増やしたりする政策努力が報われ
ず、交付税に依存し続けようとする状況で
す。

土居　丈朗［2009−2010］94−95頁。

結論的に、「地方交付税の算定方法には、地
方の財政規律を阻害する要因が内在していま
す」、と言うが、以下で見るように、「阻害する
要因」、は、架空の世界で指摘されるものであ
り、現実の事例ではなく、その限りで、現実に

「内在」、しているとは断定できないものであ
る。
「行政改革を行う努力が報われないしくみが、

現行の交付税の算定方式には内包している」こ
とが誘発されている事柄として例示されている
事柄は、「例えば、地方公共団体が熱心に行政
改革に取り組んでいて、住民の要望に応えて少
子化に合わせて小中学校を統廃合したとしま
す」というように、つまり、「統廃合したとし
ます」というように、架空の事柄であり、現実
ではない。

例え、「少子化」が現実であったとしても、
そもそも、「少子化」は、社会全体の動向であ
り、このような場合は、特定の「地方公共団体
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が熱心に行政改革に取り組んでいて、住民の要
望に応えて少子化に合わせて小中学校を統廃
合」する前に、標準団体において、義務教育全
体の費用が縮小され、結果的に単位費用が縮小
され、全ての地方公共団体の基準財政需要額が
縮小される。従って、小中学校の統廃合は、特
定の地方公共団体の行政改革の例になりえな
い。

このように、現実が例示されていない限りに
おいて、「行政改革を行う努力が報われないし
くみが、現行の交付税の算定方式には内包して
いるといえ」ないことになる。
「地方公共団体の税収増加努力が報われない

しくみが地方交付税制度には内在します」と
言って、例示されている事柄は、「他の例とし
て、地方公共団体による地元経済を活性化する
努力が実り、税率を上げなくても税収が増えた
としましょう」という架空の事柄、つまり、「増
えたとしましょう」という架空の事柄である。
現実が例示されているのではない。

そもそも、現在、経済力の高い地域の東京都
や大阪府は、「地方公共団体による地元経済を
活性化する努力が実」った結果とは思われない。

「地元経済を活性化する」能力が、地方公共団
体に、多少はあるとしても、「税率を上げなく
ても税収が増え」る程、具有しているとは思わ
れない。「地方公共団体による地元経済を活性
化する努力」とは独立に、「地元経済」が「活
性化」し、結果として、「税率を上げなくても
税収が増え」るのが、現実と思われる。「地元
経済」を「活性化」できる程、地方公共団体に
操作能力があるとは思われないのである。
「上記のようなインセンティブが働くことは、

現行制度が望んでいることではありませんが、
制度に内在する動機付けが経済合理性から見て
上記の通りであるため、望ましくない状況とい
えます。つまり、地方公共団体が不必要な支出
をやめたり、地元経済を活性化して税収を増や
したりする政策努力が報われず、交付税に依存

し続けようとする状況です」、と言うが、「上記
のようなインセンティブ」、にしても、「上記の
通り」、の ｢制度に内在する動機付け｣、にして
も、何れも、架空の世界に関する事柄であり、
同様に、「望ましくない状況」、にしても、「交
付税に依存し続けようとする状況」、にしても、
何れも、架空の世界に関する事柄である。現実
に関して提示されることが望まれる。

7　地方交付税と地方債償還財源

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ます。基準財
政需要額には、過疎対策事業債、財源対策債、
減収補填債などの元利償還金（公債費）も算
入対象となっています。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も、償還金は将来
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します。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、受け取る交付税額が増加することにな
ります。

このしくみによって、公債費については自
地域で租税負担をほとんど負わずに起債でき
るため、財政力が弱い地方公共団体は、地方
債を発行して事業を実施しようとします。こ
うして、財政規律が働かず、必要以上に将来
あるいは他地域の負担に転嫁するインセン
ティブが生じています。

このように、地方交付税と地方債の制度に
は、地方公共団体の財政規律を阻害する方向
に機能しています。この状況を改めるには、
現行制度を根本的に改める必要があります。

これらの問題は、多少の改善で地方公共団
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体の歪んだインセンティブを是正できるもの
ではありません。この欠陥を解消するには、
基準財政需要額や基準財政収入額の決定方式
自体に欠陥が内在して以上、現行の算定方式
を根本的に改めたほうが早道でしょう。

地方債元利償還金（公債費）の交付税措置
に伴う放漫財政の源は、根源的に断たなけれ
ばなりません。そのために必要な地方交付税
改革として地方債元利償還金の交付税措置を
新たに行うことを止めることが今後不可欠で
す。

土居　丈朗［2009−2010］95頁。

「地方交付税は、地方債の償還財源までも手
当てしており」という指摘の背後には、暗黙裡
に、地方交付税措置が、地方債と、地方公共団
体の主たる事業の、後期高齢者医療・介護保
険・国民健康保険・協会けんぽ・公立病院・道
路・河川・公営住宅・下水道・上水道・義務教
育・高校教育・清掃とで異なる、という認識が
ある。具体的に言えば、「地方債の償還財源ま
でも」の「までも」は、後者の、地方公共団体
の主たる事業について、交付税措置を取るの
は、許容されるが、前者の、地方債の償還財源
については、許容されない、と言う含意が在る。
しかし、両者で異ならない。と言うのは、地方
交付税の目的は、地域間所得再分配によって、
全国同一水準の公共サービスを実現することで
あり、この目的は、交付対象が、地方債の償還
財源であろうと、後者の主たる事業であろう
と、同じように果たされるからである。もとも
と、地方債発行による調達資金の充当対象が究
極的には、事業であることを考慮すると、償還
財源と、後者の主たる事業とを、区別すること
が無意味なのであるから、当然のことである。

「将来の自地域の税収」とは地方税であり、
「他地域で徴税された分」とは国税であり、「も
含めた」の「も」で暗黙裡に想定されているの

は、自「地域で徴税された分」の国税である。
厳密に言えば、「将来の自地域の税収ではな

く」というのは誤りである。改めて言うまでも
なく、地方交付税は、基準財政需要額と基準財
政収入額との差額の財源不足額に対して、交付
され、後者の基準財政収入額は「将来の自地域
の税収」なので、「償還金は将来の自地域の税
収」からも成る、というのが正しい。
「償還金は・・・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」というのは、経済力の低い地域については
正しいが、しかし、経済力の高い地域について
は誤りであり、その限りで、両面的ではなく、
一面的である。それだけではない。因果のうち
結果のみしか着目していない限りで、その一面
的も、表面的でしかない。

経済力の低い地域と雖も、その地域の住民
は、交付税の財源の国税を納めており、従って、

「償還金は」自「地域で徴税された分」の国税
に、「他地域で徴税された分」の国税　「も含め
た将来の国税（交付税）で手当てしてもらえる」
のである。受けた交付税のうち、自「地域で徴
税された分」の国税に不足する額いわば交付税
不足額に、「他地域で徴税された分」の国税の
うち、その「他地域」が受けた交付税を超過す
る額いわば国税超過額が、充当されるのであ
る。同じことの繰り返しになるが、この「他地
域」は、経済力の高い地域であり、この地域の
住民は、この地域の地方公共団体が受けた交付
税を超過して、交付税の財源の国税を納付して
おり、この国税超過額こそが、「償還金は・・・
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」を可能にし
ているのである。

「基準財政需要額には、過疎対策事業債、財
源対策債、減収補填債などの元利償還金（公債
費）も算入対象となっています。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
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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も・・・・・将
来の国税（交付税）で手当てしてもらえること」
が、暗黙裡に、経済力の低い地域にのみ想定さ
れているが、しかし、経済力の高い地域につい
ても同様のことが想定されうる。というのは、
全体として、一方で税収において国対地方が2
対1と法定され、他方で歳出において国対地方
が税収と逆に1対2と法定されており、そのよう
な中で、経済力の高い地域といえども、「将来
自力で償還できない」ように制度化されてお
り、「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
を享受しながらも・・・・・将来の国税（交付
税）で手当てしてもらえる」ように制度化され
ているからである。

「地方公共団体の財政規律を阻害する方向に
機能して」いるのは、「地方交付税と地方債の
制度」ではなく、将来の需要予測のいい加減さ
であり、「根本的に改める必要」があるのは、「現
行制度」ではなく、将来の需要予測の在り方で
ある。
「地方公共団体の歪んだインセンティブ」は、

「基準財政需要額や基準財政収入額の決定方式
自体」についてではなく、将来の需要予測をい
い加減に行って良い、という点にあり、「根本
的に改めたほうが早道」なのは、「現行の算定
方式」ではなく、将来の需要予測のいい加減さ
であり、これは「多少の改善で」「是正できる
もの」である。
「根源的に断たなければ」ならない「放漫財

政の源は」、「地方債元利償還金（公債費）の交
付税措置」ではなく、地方公共団体が行う各事
業の将来予測のいい加減さである。「今後不可
欠」なことは、「地方交付税改革として地方債
元利償還金の交付税措置を新たに行うことを止
めること」ではなく、地方公共団体が行う各事
業の将来予測を、厳しく行うことである。誤解

を恐れず、敢えて言えば、「放漫財政」が、「地
方債元利償還金（公債費）の交付税措置」を惹
起したのであって、とくにいわゆる赤字地方債
についてはそうであって、因果関係は逆ではな
いのである。

かつて、国鉄の赤字の原因を、モータリゼー
ションの進展を軽視した需要見通しの甘さでは
なく、国鉄が資金を相対的に自由に借りられた
資金運用部資金制度に求め、今、又、全国の空
港について必至とされている赤字の原因を、空
港が過剰になりそうな需要見通しの甘さではな
く、建設資金が相対的に容易に調達できた空港
特別会計・勘定に求めているが、かような轍を、
地方財政収支の赤字と、「地方債元利償還金の
交付税措置」、との関係に関して、踏んではな
らない、と思われるのである。

8　�地方公共団体の行政サービスの範
囲

地方分権改革を進める上で、改革後に国と
地方の役割分担をどのように行うかについて
明確に示し、それに即して権限委譲などを行
うことが重要です。しかし、近年取り組まれ
ている地方分権改革では、国と地方の役割分
担をどこまできちんと考慮しているでしょう
か。

経済学的に見て、どのレベルの政府がどの
行政サービスを提供するのが望ましいかは、
行政サービスの便益享受とその費用負担の関
係から導かれます。基本としては、前述の地
方分権定理のように、地方で効率的にできる
ことは地方で行うのが望ましいのです。その
上で、行政範囲の便益が及ぶ範囲とほぼ同範
囲の行政体に権限を委ね、その行政区域内の
住民に費用を負担してもらうのが、資源配分
の効率性の観点から望ましいのです。つま
り、行政サービスの提供は、受益と負担がで
きるだけ一致するように行うのが望ましいの
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です。
そもそも、自治体が供給する行政サービス

は、その便益が及ぶ範囲が地域的に限定され
るものが多くあります。そうした性質を持つ
行政サービスを、地方公共財と呼びます。経
済理論から導かれる結果として、地方公共財
の便益を受ける住民により近い行政体が供給
するほうが、地方公共財を国が供給するより
も効率性の観点から望ましいといえます。さ
りとて、あまり自治体の行政区域が小さ過ぎ
ると、自治体が税収を用いて行う行政サービ
スの便益が、必ずしも自らの行政区域内のみ
でなく、行政区域外にも波及する場合があり
ます。すると、他地域の住民で税負担をせず
に便益だけ享受するただ乗りが生じます。で
すから、行政区域を便益の及ぶ範囲と対応さ
せる必要があります。現行の行政区域では便
益が域外に波及する場合、自治体の合併や広
域行政体の導入を図るべきです。

土居　丈朗［2009−2010］95頁。

「地方分権改革を進める上で、改革後に国と
地方の役割分担をどのように行うかについて明
確に示し、それに即して権限委譲などを行うこ
とが重要です」という指摘の背後には、暗黙裡
に、改革前には、つまり現行においては、「国
と地方の役割分担をどのように行うかについて
明確に示」されていない、という認識がある。
しかし、現行においては、「国と地方の役割分
担をどのように行うかについて明確に示」され
ている。このことと、「権限委譲などを行うこ
と」とは、独立に行えることである。
「近年取り組まれている地方分権改革では、

国と地方の役割分担をどこまできちんと考慮し
ているでしょうか」という指摘の背後には、暗
黙裡に、改革前には、つまり現行においては、

「国と地方の役割分担を・・・・きちんと考慮
してい」ない、という認識がある。しかし、現
行においては、「国と地方の役割分担」はきち

んと考慮されている。
「どのレベルの政府がどの行政サービスを提

供するのが望ましいか」とか、「地方で効率的
にできることは地方で行うのが望ましい」と
か、「行政範囲の便益が及ぶ範囲とほぼ同範囲
の行政体に権限を委ね、その行政区域内の住民
に費用を負担してもらうのが、資源配分の効率
性の観点から望ましい」という、指摘の背後に
は、現行では、これらの観点が採られていない、
という認識がある。しかし、現行では、これら
の観点が採られている。「権限」については、
若干のコメントが必要であり、これについては
後述するとして、この点は今は問わないことに
すると、現行では、「行政範囲の便益が及ぶ範
囲とほぼ同範囲の行政体に権限を委ね」る、と
いうようになっている。地方公共団体が行って
いる主たる業務の、後期高齢者医療・介護保
険・国民健康保険・協会けんぽ・公立病院・道
路・河川・公営住宅・下水道・上水道・義務教
育・高校教育・清掃など、全て、「行政範囲の
便益が及ぶ範囲とほぼ同範囲の行政体に権限を
委ね」る、というようになっている。

ただ、「行政範囲の便益が及ぶ範囲とほぼ同
範囲の行政体に権限を委ね」る、としても、そ
の便益の水準との関わりで、国が以下のように
関与している

現行において、仮に、「どのレベルの政府が
どの行政サービスを提供するのが望ましいか
は、行政サービスの便益享受とその費用負担の
関係から導」くとすると、又、仮に「地方で効
率的にできることは地方で行う」ようにする
と、又、仮に、「行政範囲の便益が及ぶ範囲と
ほぼ同範囲の行政体に権限を委ね、その行政区
域内の住民に費用を負担してもらう」ようにす
ると、そして、「行政サービスの提供は、受益
と負担ができるだけ一致する」ようにすると、
地域間所得格差が存在する現状においては、費
用負担の可能性において地域間格差が存在し、
それに基づき、行政サービスの便益水準におい
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て、地域間格差が生じる可能性がある。経済力
の高い地域では、高い費用負担が可能なので、
高い水準の行政サービス供給が可能であり、逆
に、経済力の低い地域では、低い費用負担しか
できないので、低い水準の行政サービスしか供
給できず、結局、行政サービスの便益水準にお
いて、地域間格差が生じる可能性がある。

ここで、行政サービス水準が地域間で異なる
ことは望ましくなく、全国的に同一が望ましい
とする、公平性の観点から、「行政サービスの
提供は、受益と負担ができるだけ一致する」よ
うには制度化せずに、「行政サービスの提供は、
受益と負担ができるだけ一致する」ようにした
場合の受益を、経済力の高い地域では低め、逆
に、低い地域では高めて、全国的に同一水準に
し、この全国同一水準の行政サービスを実現す
るために、全国に国税を課し、この国税の全額
を地方公共団体に交付する際に、地域間所得再
分配を行う。これが、現行の国の関与の仕方で
ある。

9　地方交付税と国庫補助負担金

国から地方への財政移転制度は、地方交付
税制度を根本的に変え、簡素でかつより洗練
された財政移転制度を構築する必要がありま
す。

そこで、財政調整機能を担う財政移転制度
の新設があり得ます。国から地方への財政移
転総額の縮減に伴い、限りある移転財源を税
収の少ない団体に重点的に配分するよう配慮
しつつ、財政移転への依存の程度が小さい

（少額の財政移転を受ける）団体を不交付団
体にするよう、傾斜的な配分を行うことが必
要です。

それとともに、財源保障機能に関連して、
国庫補助負担金を洗練化させる必要がありま
す。国が一部しか財源を負担しない割には行
政的に強く関与している状況を改め、地方に

権限を委ねてよいものは、国からの行政的関
与をやめるとともに国庫負担も行わないこと
とすることが重要です。逆に、ナショナル・
ミニマムに属する行政は、国が行政権限を集
中的に持つとともに、国庫負担を重点化すべ
きです。そして、全体として（三位一体改革
後も税源移譲とリンクさせない形で単独で）
国庫補助負担金を削減することができます。

土居　丈朗［2009−2010］95−96頁。

そもそも、地方交付税制度と国庫補助負担金
とを、前者は財政調整機能を担い、後者は財源
保障機能を担うものとして、両者を独立のもの
として、二つに分けられるものとして、二分法
できる、とは思われない。両者は、共に、財政
調整機能と財源保障機能とを果たしているから
である。地方交付税制度は財政調整機能を担う
と同時に、財源保障機能も果たし、他方、国庫
補助負担金は財源保障機能を担うと同時に、財
政調整機能も果たしているからである。

国庫補助負担金は、全国の地方公共団体に、
経済力の差異とは独立に、一律に交付され、他
方、そのための財源の国税は、地方公共団体が
存在する地域の経済力の差異によって異なり、
いわば国税に地域間格差が存在する。従って、
国庫補助負担金の全国一律の交付は、その過程
において、経済力の高い地域から、低い地域へ
の、地域間所得再分配が行われている。これは
取りも直さず、国庫補助負担金が財政調整機能
を果たしていることを意味している。

地方交付税が充当される財源不足額は、基準
財政需要額から基準財政収入額を差し引いた残
額であるが、前者の基準財政需要額は、単位費
用に基づいて算出される。この単位費用は、各
経費別に、それぞれ、各経費の総額から、それ
ぞれの国庫支出金を差し引いた残額の、差引一
般財源から算出される。つまり、地方交付税は、
国庫支出金で不足する分を、補っているのであ
る。このことは、取りも直さず、地方交付税が、
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財源保障機能を果たしていることを意味してい
る。

10　おわりに

本稿の結論は次の通りである。現行の地方交
付税と国庫支出金とは、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ビスを実
現している。地方分権定理による三位一体改革
は、その是非はさて置き、地方交付税と国庫支
出金とを廃止し、国税を地方税に全面的に移譲
することである。かような措置は、受益と負担
が一致しているか否かを公平の基準とする観点
からは、受益と負担が一致しているので、公平
である、ということになる。しかし、受益が、
地域間で同一であるか否かを公平の基準とする
観点からは、かような措置つまり三位一体改革
は、同一でないので、不公平であり、行われな
い方が、望ましい、ということになる。

住民の地域間移動が、現実に自由な下でも、
経済力の地域格差が生じ、それが解消されるこ
となく、存続し、国税と地方税の各地域格差が
存続する。仮に、公平の基準として、全国同一
水準を採用するとし、その下で推進される特定
化された「地方分権」とは、地方交付税と国庫
支出金を存続させた状態の中で、使途の支出に
関する決定の権限を、国から、地方公共団体に
移譲するものである、ということになる。
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