
地方交付税の大都市交付の「正当性」

河 野 惟 隆

１ はじめに

本稿の課題は以下の通りである。先ず、２に

おいて、地方交付税と国庫支出金のそれぞれ基

本的緒論点を、地方交付税を主としながら明確

にしたい。その際に、井堀利宏〔１９９７〕を検討

しながら、本稿の課題を果すことにする。それ

と言うのも、この論稿は、それらの基本的諸論

点を挙げて、それぞれについて明快に論理を展

開しており、諸論点を明確にする際に避けて通

れない論陣を張っているからである。この２で

は、結果的に、地方交付税と国庫支出金の全体

を考察することになる。

次に３では、２を踏まえて、２とは正反対

に、その一部に焦点を絞ることにする。すなわ

ち、地方交付税と国庫支出金とを一括して補助

金と称することにすれば、補助金の大都市交付

が「正当」であることを明確にする。その為

に、この３では、神野直彦〔１９９６〕を検討し、

それによって、この３の課題を果すことにす

る。この論稿は、暗黙裏に、専ら、経済力の低

い地域の中小都市への補助金交付に言及してい

るが、この検討を通して、窮極的には、経済力

の高い地域の大都市への補助金交付を逆照射

し、その意義を明らかにすることとしたい。

本稿の構成は、２の結論を踏まえ、その一部

を３で詳細に展開する、というようになってい

る。そこで本稿では全体を要約することはせ

ず、２と３それぞれの最後で、それぞれを要約

するだけに留める。それだけで事足りるからで

ある。

本稿では、地方交付税について主として論ず

るので、タイトルや見出しに、地方交付税とい

う用語を使用することにする。

２ 地方交付税の基本的諸論点

２－１ 歳出入ギャップと地域間所得再分配

日本の財政制度は中央集権的といわれ

る。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。地方税については、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、国庫支出金は国から地方

へ配分されるもので、その配分方法は国が

決定している。

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・最終支出ベース

で約三分の二となっており、地方財政の果

たす役割は大きい。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である。地方分権

は、先進諸国のなかでもきわめて中央集権

的な日本の財政システムを根本的に見直す
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ことを意味する。

日本の地方財政制度では、地方公共団体

の実施する事務事業の多くについて国庫補

助や、法令による行政水準基準の設定な

ど、さまざまなかたちで国が関与してい

る。これまで国から地方への補助金の配分

は、自治省やその他の省庁が各地域に対し

て画一的な行政実現を促すように行われて

きた。その結果、どの地方に住んでも国民

は基本的に同じ公共サービスを受けること

ができ、ナショナル・ミニマムがどの地方

でも達成されるというメリットをもたらし

た。

しかし、「国による地方交付税制度と国庫支

出金」は、単純に「歳入と歳出のギャップを調

整する」ことを目的としていない。仮に、そう

ならば、国は、各地域の企業・個人から徴収し

た国税を、それぞれ同額だけ、各地域の地方公

共団体に言わば“返却”すれば良い。その際に

は、国は、地方税の徴収の単なる代理機関とい

うことになる。

もちろん、国はこのようなことは行っていな

い。結論から先に言えば、国は、経済力の低い

地域については、そこから徴収した国税よりも

多く、地方交付税と国庫支出金を交付し、逆は

逆、を行っている。地域間所得再分配を行って

いるのである。「歳入と歳出のギャップを調整

する」という現象の中で、地域間所得再分配が

行われているのである。ここにこそ「国による

地方交付税制度と国庫支出金」の目的がある。

結局、歳出入ギャップが、地方交付税制度と

国庫支出金制度を可能にしている。逆ではな

い。歳出入ギャップがあるから、止むを得ず、

両制度を創出したのではない。両制度を創出す

るために、結果として、歳出入ギャップが創出

されたのである。両制度ナカリセバ、歳出入ギ

ャップは現出しないものなのである。両制度が

歳出入ギャップを必要としているのである。逆

ではないのである。

２－２ 地方税税率変更と地方交付税交付額と

の独立性

現在の地方交付税制度のもとで、地方に

権限を単に移譲するのはかえって非効率、

不公平を助長しかねない。現状では地方の

住民が歳出財源を負担していないので、コ

スト意識が薄く、住民の監視意欲が厳しい

とは言えない。地方政府の自由度が高くな

ると、きちんとした歳出が行われなくなる

状況も生じるかも知れない。

さらに、地方税の徴収に関して自由度が

高くなると、別の弊害も生じる。徴税にど

の程度努力するかで、実質的な地方税の税

率を変更することは可能であろう。地方政

府が税率を下げることで得るメリットは、

その地方の民間消費の増加である。これに

対して、税率を低下させるデメリットはほ

とんどゼロである。なぜなら、税率が低下

することによる地方税の減収は、地方交付

税のほとんど同額の増加によって相殺され

るからである。このように、地方政府は税

率をいくらでも引き下げる誘因をもってい

る。

しかし、「現在の地方交付税制度のもとで」

「税率が低下することによる地方税の減収は、

地方交付税のほとんど同額の増加によって相殺

される」ということはあ
�

り
�

え
�

な
�

い
�

。逆に、「現

在の地方交付税制度のもとで」「税率が」上昇

「することによる地方税の」増収「は、地方交

付税のほとんど同額の」減少「によって相殺さ

れる」ということもあ
�

り
�

え
�

な
�

い
�

。

そもそも、地方交付税は、各地方公共団体に

おいて算出される財源不足額に充当され、この

財源不足額は、基準財政需要額から基準財政収

入額を差し引いた後の残額として算出される
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が、地方税収は基準財政収入額と関わる。この

基準財政収入額は、各地方公共団体が実際に適

用している税率とは独立に、全国同一の標準税

率によって算出される。つまり地方税の税率の

改定とは独立に、基準財政収入額は算出され、

ひいては、地方交付税の大きさは定められるの

である。基準財政収入額は、税率改定と独立の

関係にある。

２－３ 住民生活の質的格差と金銭的な経済格

差

現行の地域間再分配政策では、住民の生

活の質的格差が再分配の基準になっていな

い。都道府県別の生活の質的レベルでのい

くつかの指標でみると、北陸地方など地方

の県が住環境の面でも、公的な学校・病院

その他の設備の面でも平均水準以上である

のに対し、最も生活環境が立ち遅れている

のは、埼玉、千葉県などの大都市周辺県で

ある。しかし、地域間の財政的な資金は金

銭的な経済格差のみを反映して、いまだ都

市圏から地方圏へと流れており、地方圏で

はそうした資金を持て余して、あまり有効

に活用されているとは思われない「箱も

の」がもっぱら建設されている。

しかし、「住民の生活の質的格差が再分配の

基準になっていない」ということはなく、逆

に、なっている、のであり、又、「地域間の財

政的な資金は」「いまだ都市圏から地方圏へと

流れて」いるが、これは、「金銭的な経済格差

のみを反映して」ではない。

「金銭的な経済格差」を、一人当り所得格差

とすれば、これを「再分配の基準」とはしてい

ない。結果は、そのようになっているとして

も、「金銭的な経済格差」を「再分配の基準」

とはしていない。

そもそも基準財政需要額が算出される際に、

標準団体を定め、そこにおいて標準的な規模を

定め、個々の品目について標準的な価格を定

め、個々の支出の総計を算出している。例えば

義務教育費については次のように定める。

義務教育費
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�

・先生

先生一人当り給料

・光熱水の量

単位当り電力料金

単位当り水道料金

単位当りガス料金 総計

単位当り下水道料金

・校舎の広さ

「帰属家賃」

・校庭の広さ

「帰属地代」

ここで、義務教育の測定単位を、例えば、先

生の数とすると、次のようにして単位費用を算

出する。

義務教育費の総計
先生の総数

＝単位費用

この単位費用に、各地方公共団体の実際の測

定単位、義務教育の場合は先生の数、を乗じ

て、結果を、義務教育に関する、つまり、個別

の支出に関する、基準財政需要額とする。

個別の支出に関して

（標準団体の）

単位費用 ×

（各地方公共団体の）

測定単位 ＝

（各地方公共団体の）

基準財政需要額

この個別の基準財政需要額を、各地方公共団

体においてそれぞれ合計し、これを次のように

する。

（個別の）

基準財政需要額の合計 ＝

（各地方公共団体の）

基準財政需要額

これから、次のようにして、各地方公共団体

の財源不足額を算出する。
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基準財政需要額－基準財政収入額

＝財源不足額

この財源不足額に対して地方交付税が交付さ

れる。このように、基準財政需要額が、標準団

体の規模を出発点として、各地方公共団体の測

定単位から算出されている限りにおいて、「住

民の生活の質的格差が再分配の基準になってい

ない」ということはなく、逆に、なっている、

と言って良いように思われる。

「地域間の財政的な資金は」「いまだ都市圏か

ら地方圏へと流れており、地方圏ではそうした

資金を持て余して、あまり有効に活用されてい

るとは思われない『箱もの』がもっぱら建設あ

れている」と述べ、『箱もの』について補助さ

れている地域としては「地方圏」だけと断定し

ている。しかし、『箱もの』については、「都市

圏」も補助されている。特に、国庫支出金につ

いては、「都市圏」も「地方圏」と同様に、一

律に補助されている。国庫支出金でも不足する

分について、地方交付税が交付されているが、

この地方交付税も、「地方圏」だけでなく、「都

市圏」にも交付されている。

他方、『箱もの』に交付されている国庫支出

金と地方交付税の財源の国税は、つまり、「地

域間の財政的な資金」の財源の国税は、「都市

圏」だけでなく、「地方圏」でも、徴収されて

いる。ただし、この国税には地域格差が存在

し、「都市圏」が相対的に多く徴集され、「地方

圏」は少く徴集されている。

結局、『箱もの』についても、地域格差をつ

けた国税の徴集と、「地域間の財政的な資金」

つまり国庫支出金と地方交付税の交付を通し

て、ネットでは、「都市圏から地方圏へと」地

域間所得再分配が行われているのである。『箱

もの』についても、国庫支出金と地方交付税が

「都市圏」にも
�

交付され、他方、両者のための

財源の国税が「地方圏」からも
�

徴集される中

で、ネットでの地域間所得再分配が行われてい

るのである。

２－４ 補助金と自助努力との相互独立性

現在の日本の財政制度を地方の側からみ

ると、歳出決定にコスト意識が働かず、中

央からの補助金を獲得することにエネル

ギーを集中して、自助努力する誘因をなく

してしまう弊害もある。

しかし、「現在の日本の財政制度を地方の側

からみると、歳出決定にコスト意識が働かず、

中央からの補助金を獲得することにエネルギー

を集中して、自助努力する誘因をなくしてしま

う」ということはあ
�

り
�

え
�

な
�

い
�

。と言うのは、基

準財政需要額の算出は、全国的に同一の標準団

体に基づいて行われ、実際の支出に基づいて行

われていないのであり、従って、仮に、実際の

支出について「コスト意識」を働かせ「自助努

力」をしたからと言って、地方交付税は減額さ

れないし、逆に、「コスト意識」を働かせず

「自助努力」をしなかったからと言って、地方

交付税は増額されないからである。結局、地方

交付税が「自助努力する誘因をなくしている」

ということはありえない。

そもそも、経済力の低い地域が、地方交付税

を下回る国税しか納められないのは、その地域

の地方公共団体が「自助努力」をしなかった所

為ではないし、逆に、経済力の高い地域が、地

方交付税を上回る国税を納められるのは、その

地域の地方公共団体が「自助努力」をした所為

でもない。各地域における地方交付税と国税と

の関係は、基本的には、経済力の高低によるも

のであって、「自助努力」程度で解消されるも

のではないのである。

２－５ 住民間での選好

情報の不完全性のもとでは、地方間、あ
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るいは住民間での選好が大きく異なる場合

に、中央政府による画一的なサービス供給

よりは、地方政府ごとのきめ細かい供給の

方が、一般的には望ましい。

しかし、地方財政の歳出において大部分をな

す普通会計の民生費・土木費・教育費、そして

地方公営事業の国民健康保険事業・老人保健医

療事業・介護保険事業・下水道事業などで、

「住民間での選好が大きく異なる」という事実

は、現時点ではない。しかも、仮に、「住民間

での選好が大きく異なる」としても、地方交付

税の基準財政収入額に算入されるのは、地方税

の税収のうち７５％であり、残りの２５％は各地方

公共団体の自由裁量となっており、この２５％で

「住民……の選好」は充足可能であり、現時点

では、この２５％では不十分である、という意見

はない。従って、「住民間での選好が大きく異

なる」ということは、その存在の有無も含め

て、「中央政府による画一的なサービス供給よ

りは、地方政府ごとのきめ細かい供給の方が、

一般的には望ましい」という主張の根拠たりえ

ない。

２－６ 公共サービス供給と所得再分配政策と

の不可分性

中央政府と地方政府の役割分担を明確に

して、地方政府の仕事に関して地方分権を

徹底させるのが望ましい。全国レベルでの

公共サービスの供給と所得再分配政策は国

が担当し、地域レベルでの公共サービスの

供給やそのほかの支出は各地方が自主的に

担当するのが、あるべき役割分担の姿であ

ろう。

「全国レベルでの公共サービスの供給と所得

再分配政策」が相互に無関係なものとして独立

に存在するかのように認識されている。しか

し、両者は相互に関連している。「全国レベル

での公共サービスの供給」の例として防衛サー

ビスを取ると、防衛サービスによる平和維持と

いう便益は全国一律である。他方、そのための

費用の財源の国税は、大都市からは多く、中小

都市からは少なく徴収される。結局、大都市か

ら中小都市へ地域間所得再分配政策が行われる

ことによって、防衛サービスの供給が行われて

いるのである。「所得再分配政策」が行われる

ことによって「全国レベルでの公共サービスの

供給」が行われるのであって、両者は相互に関

連しているのである。

次に、「所得再分配政策は国が担当し」とい

うことと、「地域レベルでの公共サービスの供

給やそのほかの支出は各地方が自主的に担当す

る」こととが、両立可能なものとして認識され

ている。しかし、両立可能ではない。「所得再

分配政策は国が担当」すべきものとすれば、

「地域レベルでの公共サービスの供給やそのほ

かの支出は各地方が自主的に担当する」という

ことにはならないし、逆に、「地域レベルでの

公共サービスの供給やそのほかの支出は各地方

が自主的に担当」すべきものとすれば、「所得

再分配政策は国が担当」すべきである、とはな

らないからである。先に、「全国レベルでの公

共サービスの供給と所得再分配政策」とが独立

なものとして認識されていたが、ここでも、

「地域レベル」とは言え、「地域レベルでの公共

サービスの供給」が、「所得再分配政策」とは

独立に認識されており、それ故に、両立可能と

認識されているのである。独立ではなく相互に

関連していると認識されれば、両立不可能とな

るのは理の当然である。現行では、「地域レベ

ルでの公共サービスの供給」については、「各

地方が自主的に担当する」のではなく、国が

「所得再分配政策」として担当するようになっ

ている。現行とは逆に、「地域レベルでの公共

サービスの供給やそのほかの支出は各地方が自

主的に担当するのが、あるべき役割分担の姿で
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あろう」と言うのならば、「所得再分配政策は

国が担当し」という「あるべき役割分担の姿」

は放逐すべきである、ということにならねばな

らない。

２－７ 地方公共サービスに関する地域間再分

配政策

現状では、国が地方交付税などを用いて

かなりの規模で地域間の再分配を行ってい

る。所得を地域間で再分配して効用格差を

是正しようとするのは、公共サービスの地

域間での波及効果や人口移動が多少でもあ

る世界では、必ずしも有効ではない。

住民移動があれば、どの地域に住んでも

同じ効用水準が実現するように市場で調整

が行われるはずである。

単なる所得移転を目的とした地域間再分

配政策には、思い切った見直しが必要であ

る。

しかし、地方交付税は、「市場で調整が行わ

れるはず」の「単なる所得移転を目的とした地

域間再分配政策」ではなく、つまり、一人当り

所得格差を是正するものではなく、地方公共

サービスについての「どの地域に住んでも同じ

効用水準が実現するように」非「市場で調整が

行われる」「地域間再分配政策」なのである。

従って、「単なる所得移転を目的とした地域間

再分配政策」を見直すべきか否かではなく、地

方公共サービスに関して「地域間再分配政策」

を見直すべきか否かという形で、問題提起は行

われるべきなのである。

地方交付税と関係ないが、「住民移動があれ

ば、どの地域に住んでも同じ効用水準が実現す

るように市場で調整が行われるはずである」と

言うが、自由な「住民移動」が保障されている

にも拘らず、戦後、約６０年、太平洋ベルト地帯

とその他の地域間所得格差は固定して存在し、

「行われるはず」の「はず」は実現されていな

いのである。「市場で調整」されていないので

ある。

２－８ 地方交付税の公平優先性・特定財源

性・劣後性

各地域ごとに受益と負担を一致させるに

は、現在の地方交付税を中心とする再分配

政策の抜本的な見直しが必要になる。

地方交付税（一般定額補助金）や国庫支出

金（特定定率補助金）を大規模に拡充する必

要はない。地方間の財源再分配は公平性の

観点よりも効率性の観点からの検討が重要

である。

公平性の観点から財源を地域間で均等化

することは（ナショナル・ミニマムを維持

するため以外には）非効率な資源配分をも

たらし、かえって望ましくない。財源の地

域間格差を是正する地方財政調整制度は、

公平性の観点からでなく、効率性の観点か

ら論じられるべきである。

地方間での波及効果を適切に調整できる

という意味では、交付税よりは国庫支出金

の方が有益である。

地方交付税は、「ナショナル・ミニマム」を

維持するため以外には」、制度化されていな

い。「ナショナル・ミニマムを維持するため」

に、地方交付税が制度化されていることが是認

されるならば、「現在の地方交付税を中心とす

る再分配政策の抜本的な見直しが必要になる」

ということはなくなり、「抜本的な見直し」は

不必要である、ということになる。「地方交付

税（一般定額補助金）や国庫支出金（特定定率補

助金）を大規模に拡充する必要はない」ではな

く、「大規模に拡充する必要」がある、という

ことになる。

「地方間の財源再分配は公平性の観点」を優
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先させ「効率性の観点」を劣後として制度化す

ることに、社会的合意が存在する時に、「公平

性の観点」を劣後とし「効率性の観点」を優先

して制度化することを、正当化するのも、もう

一つの価値観のように思われる。もちろん、も

う一つの価値観を表明することは、各自の自由

である。

「公平性の観点から財源を地域間で均等化す

ること」を優先し、それが「非効率な資源配分

をもたら」すことは劣後とする、ことに社会的

合意が存在し、その社会的合意を「かえって望

ましくない」とするのも、もう一つの価値観で

ある。

「地方財政調整制度は」「財源の地域間格差を

是正する」ものとして制度化することに社会的

合意が存在しており、それを「公平性の観点か

らでなく、効率性の観点から論じられるべきで

ある」とするのも、もう一つの価値観である。

尚、「地方交付税（一般定額補助金）や国庫支

出金（特定定率補助金）」というように、地方交

付税を一般補助金、国庫支出金を特定補助金と

それぞれ解するのには疑問がある。先ず、地方

交付税の交付について言えば、地方公共団体は

それぞれ、特定の支出項目それぞれについて基

準財政需要額を算出し、それらを集計した基準

財政需要総額から、基準財政収入額を差し引い

た後の残額を財源不足額とし、これに対して地

方交付税が交付される。従って地方交付税は、

集計された特定の支出項目に支出されるものと

して交付されるのであり、地方公共団体が一般

に自由に支出できるものではなく、一般補助金

とは解せないものである。

次に国庫支出金について言えば、国庫支出金

それぞれは特定補助金であるが、地方公共団体

はそれぞれ、多種類の国庫支出金を受け、結局

は、大体、地方交付税の対象となる特定の支出

項目それぞれについて、国庫支出金を交付され

ている。地方交付税については多種類の特定の

支出項目について考えるのであるから、国庫支

出金についてはそれぞれ単一のものを考え特定

補助金とするのではなく、集計された多種類の

特定の支出項目について列挙すべきである。

かくして、特定の支出項目を集計したものと

しては、地方交付税と国庫支出金とは同じもの

になる。異なる点は、国庫支出金が優先され地

方交付税は劣後とされる順序関係が両者の間に

あるという点であり、その際に、国庫支出金は

全国一律に交付されるのに対して、地方交付税

は財政力格差に応じて交付される、という点も

異なる点である。すなわち、標準団体において

単位費用を算出する際に、文字通り必要な費用

から、国庫支出金を差し引き、その残額を測定

単位で除し、結果を単位費用とし、この単位費

用を使い基準財政需要額ひいては財源不足額そ

して地方交付税を算出するから、国庫支出金が

優先され、地方交付税は劣後とされている。つ

まり、国庫支出金では不足する分を、地方交付

税が補填する、ということになっている。

かくして両者には順序関係があり、「交付税

よりは国庫支出金の方が有益である」、という

ような二者択一的な、対等な関係にはないので

ある。

尚、「現在の地方交付税を中心とする再分配

政策」とか、「公平性の観点から財源を地域間

で均等化する」とか、「財源の地域間格差を是

正する地方財政調整制度」という叙述から明ら

かなように、地域間所得再分配を行う補助金と

しては、専ら、地方交付税のみが挙げられてい

る。しかし、国庫支出金も、地域間所得再分配

を行っている。国庫支出金は全国一律に交付さ

れるが、その財源の国税には地域格差が存在す

るからである。経済力の高い大都市の地方公共

団体でも国庫支出金は交付されるが、それを超

過する国税を大都市の企業・個人は納めてお

り、他方、経済力の低い中小都市の企業・個人

でも、国庫支出金のための国税を納めている

が、それを超過する国庫支出金を中小都市の地

方公共団体は交付されており、結局、前者の大
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都市から、後者の中小都市へ、地域間所得再分

配が行われている。

２－９ おわりに

本節を、地方交付税の観点から要約すれば次

のようになる。

・地方交付税制度が歳出入ギャップを必要とし

ているのであって、逆ではない。

・地方税の税率が引上げられても、基準財政収

入額が拡大することはなく、従って地方交付

税が減額されることはなく、逆は逆であり、

要するに、基準財政収入額は、税率改定と独

立の関係にある。

・基準財政需要額は、住民生活の質に基づいて

算出されており、従って、質的格差が、その

大小に直結している。

・地方公共団体の自助努力がより多く行われる

ようになっても、基準財政需要額が縮小する

ことはなく、従って地方交付税が減額される

ことはなく、逆は逆であり、要するに、基準

財政需要額は、自助努力の増減と独立の関係

にある。

・基準財政需要額の算出の際に、住民選好の基

本的部分はその積算項目として算入されてお

り、住民選好の異なる部分は、地方税の税収

のうちの２５％の留保財源によって、実現可能

となっている。

・地方公共サービスの供給は、地方交付税によ

る地域間所得再分配と独立ではなく不可分で

あり、地域間所得再分配が全国同一水準の地

方公共サービスの供給を可能にしている。

・地方交付税による地域間所得再分配は、一人

当り所得格差の是正ではなく、全国同一水準

の地方公共サービスの提供を実現している。

・地方交付税は、ナショナル・ミニマムを維持

するため以外には制度化されておらず、その

ためのみに、公平性の観点から制度化されて

いる。国庫支出金も同様であり、効率性の観

点からは制度化されていない。

・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。

・地方交付税は、国庫支出金で不足する分を補

填する、というように制度化されており、両

者は、国庫支出金が優先され、地方交付税は

劣後とされる、という順序関係にある。

３ 地方交付税の大都市交付の「正当性」

３－１ 地方交付税の大都市交付の「正当性」

“しゃぶらせる”

機関委任事務は地方政府の首長を「国の

機関」と見なして、地方政府に国の仕事

（事務）を執行させていく仕組みである。し

かし、日本の地方政府は、機関委任事務の

ような指令という、いわば「北風」的統制

によってのみ、国の出先機関となっている

わけではない。補助金のようなアメをしゃ

ぶらせるという「太陽」的統制によって

も、地方政府は巧妙にコントロールされて

いる。

「しゃぶ」る主体は、直接的には地方公共団

体であるが、窮極的には、そこから便益を受益

する地域住民である。他方、「しゃぶらせる」

主体は、直接的には国であるが、その財源は国

税であり、その負担者は国民であるから、窮極

的には国民である。国民は地域住民であり、地

域住民は国民であるから、結局、「しゃぶ」る

主体と、「しゃぶらせる」主体は、同一であ

り、地域住民＝国民である。そして、「しゃ

ぶ」る便益の大きさと、「しゃぶらせる」国税

の大きさは、国会において、「しゃぶらせる」

国民と、「しゃぶ」る地域住民とが、要する

に、同一主体が決定している。自分で自分のこ

とを決定している。「しゃぶ」る主体と、「しゃ

ぶらせる」主体とは、相異なる主体ではなく、

従って、「しゃぶ」る主体とは無関係に、「しゃ
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ぶらせる」主体が、「しゃぶらせる」大きさを

決定しているのではない。尚、後述するが、

「しゃぶ」るアメつまり補助金のうち国税超過

分を「しゃぶ」る地域住民が、「しゃぶらせ

る」国民として負担しているのではない。

“しゃぶらせる”という言語表現を行うこと

は、結論から先に言えば、補助金を考察する際

に、経済力の高い地域の大都市を、従ってそこ

の地域住民そして国民を、暗黙裏に除外してい

ることになっている。

大都市の地方公共団体にも国庫支出金が交付

されている。東京都のような巨大都市の地方公

共団体でもそうである。地方交付税も、東京都

を除いて、大都市の地方公共団体にも交付され

ている。これらを、大都市の地方公共団体でも

補助金が交付されている、と称することにす

る。

他方、大都市の地域住民の企業・個人は、国

民として、補助金のための国税を納めている。

その際に、大都市へ交付される補助金を超過す

る国税を納めている。

大都市の地方公共団体は、窮極的には地域住

民であるので、大都市の地方公共団体への補助

金の交付とは、国は、一方で大都市の地域住民

から国税を徴集し、他方で、同じ大都市の地域

住民へ、国税を下回る補助金しか交付していな

い、ということである。かような国税を下回る

補助金交付に、“しゃぶらせる”という言語表

現は当て嵌まらない。“しゃぶらせる”という

言語表現が行われる時は、補助金考察の対象か

ら、大都市が除外されている、とする所以であ

る。

「地方政府は巧妙にコントロールされてい

る」という場合の地方政府から、大都市の地方

公共団体つまり地域住民は除外されている。経

済力の低い地域である中小都市の地方公共団体

は、その地域が納める国税を超過する補助金を

欲するが故に、国に、中小都市の地方公共団体

つまり「地方政府は巧妙にコントロールされて

いる」、ことになるのである。一般的には、地

方政府は中央政府に対する対概念であり、制度

上の関係概念なので、それには、中央の大都市

の地方公共団体も含まれるのであるが、ここで

は、地方政府の地方は、中央の大都市に対する

地方の中小都市という、地域間の概念になって

おり、「地方政府にコントロールされている」

という場合の地方政府から、大都市の地方公共

団体は除外されている。

大都市の国税のうち補助金超過分は、経済力

の低い地域の中小都市へ、再分配されている。

この再分配が正当化されるのであれば、補助金

の大都市交付には「正当性」がある。“大都市

は、経済力が高いのに、補助金を交付されるの

は望ましくない”ということにはならないから

である。大都市にはグロスでは補助金が交付さ

れているが、ネットでは、交付されていないど

ころか、マイナスの補助金を交付されている、

つまり、国税のうち補助金超過分だけ、いわば

外部に差し出している。大都市への補助金は、

国税のうち、いわば補助金相等額だけの回収で

しかなく、国から言えば、“返却”でしかない

のである。かような回収あるいは“返却”に

「正当性」があるのは当然である。

さて、「しゃぶ」る地域住民が、他方で、「し

ゃぶらせる」国民であるとする場合、その国民

とは具体的には、国民の代理人の地元選出国会

議員である。地元選出国会議員が、補助金のう

ち国税超過分という利益を、地元に誘導してい

るのである。大都市への補助金は、国税のう

ち、いわば補助金相等額の回収でしかないの

で、それは、「しゃぶ」ることでもなければ、

「しゃぶらされる」ことでもないのである。

“施し”

「太陽」的統制をブレークスルーするに

は、補助金、つまり国庫支出金という中央

政府からの“施し”に頼らずに、地方政府
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が自分の力で調達する自主財源を増加さ

せ、自分の「財布」を自分で管理できるよ

うになる必要がある。

“施し”についても「しゃぶらせる」と同様

の指摘が可能である。“施し”の受益者は窮極

的には地域住民であり、他方、「施し」の供与

者は窮極的には国民であり、結局「施し」の受

益者と、「施し」の供与者とは、同一主体であ

る。この同一主体が、国会において、「施し」

の受益の大きさと、「施し」の財源の大きさと

を決定している。「施し」の受益者と、「施し」

の供与者とは、相異なる主体なのではなく、従

って、「施し」の受益者とは無関係に、「施し」

の供与者が、「施し」の大きさを決定している

のではない。

「補助金、つまり国庫支出金という中央政府

からの“施し”」という叙述から明らかなよう

に、国庫支出金を“施し”と解している。しか

し、そのような理解には問題がある。と言うの

は、国庫支出金が交付される地域の住民も、国

庫支出金のための財源の国税を、国民として納

めており、仮に、国庫支出金を国税が下回る場

合、交付される国庫支出金のうち国税相当額

は、単なる回収でしかなく、文字通り、“施

し”に値するのは、国庫支出金のうち国税超過

分だからである。“施し”を、国庫支出金のう

ち国税超過分であるとすると、“施し”の受益

者である地域住民が、他方で、国民として“施

し”の供与者であるとしても、その“施し”を

負担しているのではない、ということになる。

後で断るまでは、以下、“施し”は、国庫支

出金のうち国税超過分ではなく、国庫支出金と

考えて論を進めることにする。

「国庫支出金という中央政府からの“施し”

に頼らず、地方政府が自分の力で調達する自主

財源を超過させ、自分の『財布』を自分で管理

できるようになる」ということは、“施し”の

財源を、国税から地方税に移管する、というこ

とであり、そのことを、“施し”の受益者でも

ある地域住民が、“施し”の供与者でもある国

民として、国会において決定する、ということ

である。“施し”の受益者と、“施し”の供与者

とは、相異なる主体ではなく、従って、“施

し”の受益者と無関係に、“施し”の供与者

が、“施し”の大きさを決定しているのではな

い。尚、ここでの“施し”は、「国庫支出金と

いう中央政府からの“施し”」であって、国庫

支出金であり、後述する、国庫支出金のうち国

税超過分という、いわばネット上での補助金で

はないことを再度、注意しておく。

「頼らずに」と言う場合、頼る主体は地域住

民であり、頼られる主体は国民である。従っ

て、「頼らずに」ということは、頼られる主体

を、国民としての自己から、地域住民としての

自己に変更する、ということである。自分が受

ける便益に対する負担を、自分で負うが、その

負担の支払先を、国から地方公共団体に変更す

る、ということである。頼る主体と、頼られる

主体とは、相異なる主体ではなく、従って、頼

る主体とは無関係に、頼られる主体が、頼られ

る大きさを決定しているのではない。

「地方政府が自分の力で調達する」というこ

とは、国民が背後に存在する国が「自分の力で

調達する」方式から、地域住民が背後に存在す

る「地方政府が自分の力で調達する」方式に、

変更する、ということであり、変更すること

を、地域住民でもある国民が、国会で決定す

る、ということである。「自分の力で調達す

る」国の背後に存在する国民と、「自分の力で

調達する地域住民とは、相異なる主体ではな

く、同じ主体である。

「自主財源」の対概念では、依存財源であ

る。これは国税であり、依存させるのが国で、

依存するのが地方公共団体で、あたかも相異な

る主体が存在するかのようである。しかし、依

存させる国の背後には国税の負担者としての国

民が存在し、他方、依存する地方公共団体の背
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後には地方公共サービスの受益者としての地域

住民が存在し、国民は地域住民であり、逆は

逆、なので、相異なる主体が存在するのではな

い。自分で自分に依存させ、依存しているので

ある。

かような次第なので、「自主財源を増加さ

せ」というのも、国民であり地域住民でもある

同一主体が、受益する公共サービスの財源の負

担において、国民として負担する国税の比率を

引き下げ、地域住民として負担する地方税の比

率を引上げる、ということである。文字通り、

他の主体に依存する部分を減らし、自己負担部

分を増やす、ということではない。そして「自

主財源を増加」させるということ自体も、地域

住民として地方議会において決定するのではな

く、国民として国会において決定するのであ

る。

「自主財源を増加させ」ることによって、初

めて、「自分の『財布』を自分で管理できるよ

うになる」のではない。「自主財源を増加さ

せ」ていない場合でも、「自分の『財布』を自

分で管理でき」ているのである。しかも、「自

分の『財布』を自分で管理でき」ている対象

は、単に自主財源だけでなく、依存財源もそう

である。依存財源についても、「自分の『財

布』を自分で管理できる」ということが、当て

嵌まるのである。

ある地方公共サービスの財源構成が、国庫負

担８割、地方負担２割となっているとしよう。

地域住民は、国民として、国庫負担８割を国税

で負担しており、その限りで、「自分の『財

布』を自分で管理でき」ているのである。他

方、国民は、地域住民として、地方負担２割を

国税で負担しており、その限りで、「自分の

『財布』を自分で管理でき」ているのである。

自主財源についてのみ「自分の『財布』を自分

で管理できる」という発想が可能なのは、地域

住民は依存財源を、自分達以外の他の国民に負

担させる、つまり、地域住民自身は国税を納め

ていない、という、あり得ない仮定を置く場合

である。

これまでは、“施し”を国庫支出金と同義と

してきたが、以下では、国庫支出金のうち国税

を超過する分として考えてゆく。

この“施し”という言語表現が行われる場合

にも、先に、“しゃぶらせる”という言語表現

が行われる場合に指摘したことと、同様のこと

が指摘可能である。ここでも、経済力の高い地

域の大都市が、補助金考察の対象から、除外さ

れている。

大都市は、ネットでは、“施し”の正反対の

マイナスの“施し”を受けている、つまり、

“施し”を行っている。国税のうち補助金超過

分だけ、ネットの“施し”を行っている。「頼

らずに」とは正反対に、「頼ら」れている。か

くして、「“施し”に頼」っている「地方政府」

から、大都市は除外されている。先に述べたの

と同じ理由によって、大都市のネットでの“施

し”が正当化されれば、大都市への補助金交付

には、国税のうちの補助金相等額の回収であり

返却でしかないということから、「正当性」が

ある、ということになる。

さて、国庫支出金としての補助金を廃止し

て、国税を地方税に移管することによって、

「自分の力で調達する自主財源を増加させ、自

分の『財布』を自分で管理できるようになる」

のは、ここで考察対象にしている中小都市では

なく、除外している大都市である。中小都市

は、国税の地方税への移管によって、「自分の

力で調達する自主財源を増加させ」ることは出

来るが、地方税の増加分は補助金の減少分を下

回るので、「自分の『財布』を自分で管理で

き」なく「なる」からである。逆に、大都市

は、地方税の増加分は補助金の減少分を上回る

ことになる。中小都市は、国庫支出金としての

「“施し”に頼」る状態を維持し、「自分の力で

調達する自主財源を増加させ」ようなどとはせ

ず、「自分の『財布』を自分で管理」しようと
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はしない方が、中小都市の為かもしれない。

先に、「しゃぶらせる」場合について述べた

のと同様に、国庫支出金のうちの国税超過分と

しての“施し”を受ける地域住民が、他方で、

補助金を行う国民であるとする場合、その国民

とは具体的には、国民の代理人の地元選出国会

議員である。地元選出国会議員が、補助金のう

ち国税超過分という利益を、地元に誘導してい

るのである。大都市への補助金は、国税のう

ち、いわば補助金相等額の回収でしかないの

で、それは、“施し”を受けることでもなけれ

ば、“施し”を行うことでもないのである。

“親からの仕送り”

子供が親からの仕送りに頼っていてはい

つまでも自立できないように、あくまでも

自主財源の拡充を基本戦略としなければ、

地方政府は国から独立し、対等の関係に立

つことはできない。

「子供が親からの仕送りに頼っていてはいつ

までも自立できない」という叙述においては、

子供が窮極的には地域住民を意味し、親が窮極

的には国民を意味しているのは当然として、子

供と親とが別人格であると想定されている。と

言うのは、仮に同一人格であるとすると、「頼

っていてはいつまでも自立できない」という叙

述が、自分に「頼っていてはいつまでも」自分

から「自立できない」ということになり、論理

矛盾を来すからである。ただ、別人格と想定す

ることは、ありえない仮定を置いていることに

なる。すなわち、地域住民が受ける仕送り、つ

まり補助金のための国税は、それらの地域住民

以外の国民が負担している、つまり、それらの

地域住民は国民として国税は負担していない、

という、ありえない仮定を置いていることにな

る。同一人格と考え、「頼っていてはいつまで

も自立できない」ではなく、「頼っていて」「自

立でき」ている、と解するのが自然である。地

域住民としては、地方税の負担と、それによる

便益は認識可能だが、国民としては、国税の負

担と、それによる便益は認識不可能とするのに

は、無理がある。

先に、“しゃぶらせる”と“施し”それぞれ

の言語表現について行った指摘と同様の指摘が

ここでも可能である。ここでも、補助金考察の

対象から、大都市が除外されている。と言うの

は、大都市は、「親からの仕送りに頼ってい

て」ではなく、その正反対に、マイナスの「仕

送り」を受けており、つまり、国税のうち補助

金超過分だけ、ネットで「仕送り」を行ってい

るからである。「自主財源の拡充を基本戦略と

しなければ、地方政府は国から自立し、対等の

関係に立つことはできない」のは、ここで考察

の対象外とされている大都市については当て嵌

まるとしても、ここで考察対象とされている中

小都市には当て嵌まらない。と言うのは、「自

主財源の拡充を基本戦略と」す「れば、地方政

府は国から自立し、対等の関係に立つことはで

きない」ことになると推測されるからである。

つまり、「自主財源の拡充」分は、補助金の減

少分を下回り、「地方政府は国から自立し、対

等の関係に立つことはできない」ことになると

推測されるからである。「自主財源の拡充」分

が、補助金の減少分を下回っても、「国から自

立し、対等の関係に立つこと」も、一つの選択

肢ではある。

大都市の国税のうち補助金相当額を超過する

分が、ネットでの「仕送り」として正当化され

るならば、大都市への補助金は、単なる回収で

あり返却であるので、「正当性」を持つことに

なる。

先に、「しゃぶらせる」場合と、「施し」の場

合について述べたのと同様に、「仕送り」を受

ける「子供」つまり地域住民が、他方で、「仕

送り」を行う「親」つまり国民であるとする場

合、その国民とは具体的には、国民の代理人の
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地元選出国会議員である。地元選出国会議員

が、補助金のうち国税超過分という利益を、地

元に誘導しているのである。大都市への補助金

は、国税のうち、いわば補助金相等額の回収で

しかないので、それは、「子供」としての「仕

送り」を受けることでもなければ、「親」とし

て「仕送り」を行うことでもないのである。

３－２ 地方交付税の特定財源性

地方税という自主財源よりも、交付税の

ように自由に使用できる国からの財源移転

の方が、地域間格差を拡大させないから望

ましいという考え方も強い。

「交付税のように自由に使用できる財源」と

いうのは、事実ではない。つまり、地方交付税

は、地方公共団体が、「自由に使用できる財

源」ではない。

そもそも地方交付税は、各地方公共団体の算

出された財源不足額に対して交付される。この

財源不足額は、基準財政需要総額から、税収か

ら成る基準財政収入額を差し引いた後の残額で

あるが、前者の基準財政需要総額は、民生費・

教育費・土木費などが細分化された特定の各支

出項目について算出した基準財政需要額を合計

したものである。結局、地方交付税は、特定の

各支出項目に関する不足額に対して交付される

ものなのである。特定の各支出項目に充当され

るものとして交付されるのである。特定の各支

出項目について積算したものに対して交付され

たものを、「自由に使用できる財源」だからと

言って、他に流用することは不可能である。他

に流用するとすれば、それは、単純な詐欺行為

である。

３－３ 国庫支出金による地域間所得再分配

国庫支出金、すなわち補助金とは、地方

政府が他の地域社会から財源を調達してい

ることを意味する。

ここで、「地方政府が」というのは、厳密に

言えば、「地方政府」が存在する地域社会

「が」ということであり、この場合は具体的に

は、「地方政府」が存在する経済力の低い地域

社会「が」、ということである。しかし、「国庫

支出金……とは、地方政府」が存在する経済力

の低い地域社会「が他の地域社会から財源を調

達していることを意味する」、ということはな

い。一方的に「財源を調達していること」はな

い。経済力の低い地域社会でも、国庫支出金の

ための財源の国税を納めているからである。た

だ、国庫支出金を下回る国税しか納めていな

い、ということである。結局、正確に言えば、

経済力の低い地域社会に関する限り、「国庫支

出金……とは」、国税相等額を回収し、国税超

過分については、「地方政府」が存在する経済

力の低い地域社会「が他の地域社会から財源を

調達していることを意味する」のである。

「国庫支出金……とは、地方政府が他の地域

社会から財源を調達していることを意味す

る」、ということは、逆に言えば、「国庫支出金

……とは」経済力の高い地域社会「が他の地域

社会」に対して国税を納めて「財源を」供与

「していることを意味する」、ということにな

る。しかし、そういうことはない。一方的に、

国税を納めて「財源を」供与「していること」

はない。経済力の高い地域社会でも、国庫支出

金の交付は受けているからである。ただ、国税

を下回る国庫支出金しか交付されていない、と

いうことである。結局、正確に言えば、経済力

の高い地域社会に関する限り、「国庫支出金……

とは」、国税のうち、いわば国庫支出金相当額

を回収し、国庫支出金超過分については、経済

力の高い地域社会「が他の地域社会」に対して

「財源を」供与「していることを意味する」の

である。
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かくして、後者の国庫支出金超過分は、前者

の国税超過分となり、地域間所得再分配が行わ

れていることになる。国庫支出金においても、

地域間所得再分配が行われているのである。経

済力の高低と関係なく、全国一律に国庫支出金

は交付され、その中で、地域間所得再分配が行

われているのである。

国庫支出金超過分が、国税超過分に充当され

ることが正当化されるならば、経済力の高い地

域社会に対する国庫支出金つまり補助金には、

「正当性」がある。それは、国税のうち補助金

相当額の回収でしかないからである。

３－４ 仕事と自主財源とのかい離による地域

間所得再分配

日本では公共の仕事は、国と地方政府で

一対二で分担しているのに、租税は国と地

方に二対一と逆転して配分されている。そ

れは地方政府に仕事だけをゆだね、自主財

源を与ようとはしなかったことを意味す

る。しかも仕事と自主財源のかい離を利用

し、補助金の交付によって地方政府を巧妙

にコントロールしてきたといってよい。

しかし、高齢化社会に向かい、地方政府

にゆだねられる公共の仕事が激増、かつ地

域社会の実情に即した多様で個性的な仕事

が求められている。それを可能にするには

補助金を再編し削減するとともに、国税と

地方税の税源配分を見直し、仕事と自主財

源とのかい離を解消する必要がある。

もちろん、地方政府も課税努力を重ねる

必要がある。しかし、現在のように所得

税、消費税あるいは法人税という基幹税

（キータックス）をすべて国が握り、地方政

府の税源利用可能性を排除した上で、地方

政府の課税努力を説いてみても、ただ空々

しいだけである。地方政府が公共の仕事の

三分の二以上をしている以上、基幹税を国

と地方で少なくとも対等に分け合い、その

上で相互に課税努力を重ねるべきであろ

う。

結論から先に言えば、「地方政府に仕事だけ

をゆだね、自主財源を与ようとはしなかった」

のは、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ためであった。

同じことを言い換えただけだから、「仕事と自

主財源のかい離を利用し」たのは、そういう目

的であったということになり、「地方政府を巧

妙にコントロール」するためではなかった、と

いうことになる。

「仕事と自主財源とのかい離を解消する」こ

とは、地域間所得再分配を廃止することを意味

する。

「基幹税を国と地方で少なくとも対等に分け

合い」ということを実行することは、地域間所

得再分配の程度を緩和することを意味する。

以下、ヨリ具体的に述べてゆくことにする。

以下でも、これまでと同様に、国税のうち、

補助金に充当されるものだけを考え、これを国

税と称することにする。

「仕事と自主財源のかい離」を補填する方法

には次のように、二通りあり、前者は、現行の

ものであり、後者は、「仕事と自主財源とのか

い離を解消する必要がある」とする今後のもの

と同様のものである。

一方で各地方公共団体の「仕事と自主財源の

かい離」すべてを国税と無関係に集計し、それ

は、かい離総額と称することにするが、他方

で、各地域で徴集した国税をかい離と無関係に

集計し、それは、国税総額と称することにする

が、前者のかい離総額と後者の国税総額とが均

等になることだけを条件とする。従って、ある

地域において、国税がかい離を超過して国税に

関してかい離超過額が存在し、逆に、他の地域

においては、国税がかい離に不足して国税に関

してかい離不足額が存在したとしても、かい離
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超過あるいはかい離不足それぞれは問題視され

ず、単にかい離総額と国税総額とが等しくなる

ことだけを条件とするが故に、かい離超過額

と、かい離不足額とが等しくなりさえすれば良

いということになる。かい離と国税とが相互に

無関係に集計され、総額の均等化だけを条件と

することが、かような過不足を許容するのであ

る。

具体的には、経済力の高い地域の大都市に

は、かい離超過額が存在し、逆に、経済力の低

い地域の中小都市には、かい離不足額が存在

し、総額の均等化という条件の下に、前者によ

って後者が補填され、結果的に、地域間所得再

分配が行われることになる。経済力の低い地域

の中小都市の地方公共団体である「地方政府に

仕事だけをゆだね、自主財源を与ようとしなか

った」のも、大都市のかい離超過額によって中

小都市のかい離不足額を補填するためだったの

であり、中小都市にはかい離不足額を存在させ

ていたが故に、「仕事と自主財源のかい離を利

用し、補助金の交付によって」中小都市の地方

公共団体である「地方政府を巧妙にコントロー

ルしてきた」のである。大都市の地方公共団体

は、「仕事だけをゆだね、自主財源を与えよう

としなかった」としても痛痒を感じなかった

し、又、「仕事と自主財源のかい離を利用し、

補助金の交付によって」「巧妙にコントロー

ル」する対象でもなかった。かように、ここで

も、「地方政府」から、経済力の高い地域の大

都市の地方公共団体は除外されている、と言っ

てよい。

「仕事と自主財源のかい離」を補填する、も

う一つの方法は、各地域で徴集した国税をその

儘その地域の地方公共団体に交付つまり“返

却”する方法である。そうすると、経済力の低

い地域の中小都市では、先に見た方法におけ

る、かい離不足額が現実に生じ、「仕事と自主

財源とのかい離を解消する」ためには、かい離

不足額に対応する分だけ、仕事を減らすことに

なる。国税を地方税に移管すると同じようにな

る。従って経済力の低い地域の中小都市におい

ては、「補助金を再編し削減するとともに、国

税と地方税の税源配分を見直し、仕事と自主財

源とのかい離を解消する」と、「高齢化社会に

向かい、地方政府にゆだねられる公共の仕事が

激増、かつ地域社会の実情に即した多様で個性

的な仕事が求められている。それを可能にす

る」ではなく、逆に、不可能にする。「可能に

する」のは、経済力の高い地域の大都市におい

てである。

３－５ おわりに

以上で検討してきた論稿の考察対象は、つま

り、国が、経済力の低い地域の地方公共団体に

対して国庫支出金と地方交付税とを交付する関

係は、国庫支出金制度と地方交付税制度の全体

の中では、極めて一部でしかない。

すなわち、国庫支出金と地方交付税とが交付

されている地方公共団体としては、専ら経済力

の低い地域の地方公共団体しか考察対象になっ

ていないが、経済力の高い地域の地方公共団体

にも、両者は交付されており、これも考察対象

にされるべきである。経済力の高い地域の地方

公共団体に、国庫支出金と地方交付税が交付さ

れるのは、不合理でも何でもない。極めて正当

である。

又、経済力の低い地域については、国庫支出

金と地方交付税とが交付される側面しか考察対

象とされていないが、この地域でも、国庫支出

金と地方交付税の税源の国税を極めており、こ

れも考察対象にされるべきである。国庫支出金

と地方交付税とを交付されているにも拘らず、

他方で両者のための国税を納めてもいるのであ

る。これは不合理でも何でもない。極めて正当

である。

同様に、経済力の高い地域も、両者の財源の

ための国税を納めている。国税を納めつつ、国

庫支出金と地方交付税が交付されている。
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そして、経済力の低い地域住民は、国庫支出

金と地方交付税とを交付される存在としてしか

考察対象となっていないが、これらの地域住民

は、他方では、国庫支出金と地方交付税を交付

する国の国民でもあり、そのようなものとして

も考察される必要がある。同様に、経済力の高

い地域の地域住民も、他方では、国民である。

さて、国庫支出金制度と地方交付税制度の全

体の中で、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。その際、経済

力の高い地域の地方公共団体に、補助金が交付

されているが、それには「正当性」がある。所

得再分配が正当化されるならば、その補助金の

交付は、国税のうちの、いわば補助金相等額の

回収でしかないからである。

結局、国庫支出金と地方交付税とを明確にす

るために何よりも必要不可欠なことは、国庫支

出金と地方交付税は、経済力の高い地域の大都

市の地方公共団体にも交付されている、という

ことを視野に入れることである。

国庫支出金と地方交付税は補助金であり、補

助金は、経済力の低い地域に交付されるのが当

然と考え、両者について論ずる時は、経済力の

低い地域の中小都市の地方公共団体を視野に入

れ、それによって、補助金が交付される対象は

中小都市の地方公共団体がす
�

べ
�

て
�

である、と暗

黙裏に想定しがちである。しかし、補助金が交

付されるのは、経済力が低いからだけではな

く、「仕事と自主財源のかい離」が、制度的に

創出されているからでもある。経済力の高い地

域の大都市の地方公共団体と雖も、同様であ

る。経済力の高い地域の大都市の地方公共団体

においても、「仕事と自主財源のかい離」は厳

然として創出されているのである。地方交付税

の不交付団体にも国庫支出金だけは交付されて

いることが、想到さるべきである。

地方政府対中央政府と言う場合の地方政府と

いう用語を使用し、地方政府に国庫支出金と地

方交付税が交付されるとし、その際、暗黙裏

に、地方政府の地方が、中央政府の中央という

言葉に引っ張られて、地方都市対中央都市とい

う地理的な意味での地方と解され、補助金が交

付される対象は地方都市の地方公共団体がす
�

べ
�

て
�

であると、想定しがちである。地方都市は、

経済力の低い地域であり、又、中小都市でもあ

ることから、補助金が交付される対象は、地方

中小都市の地方公共団体がす
�

べ
�

て
�

である、と想

定しがちである。地方政府対中央政府と言うの

は、制度上の概念であるから、地方政府には、

本来、東京都などの巨大都市の地方公共団体

も、含められるはずであるが、補助金が論ぜら

れる時は、それは地方政府には含められないの

が、一般的である。

さて、補助金の交付の対象として、経済力の

高い地域の大都市の地方公共団体を視野に入れ

ることと対となって必要不可欠なことは、経済

力の低い地域の地域住民も、補助金の財源を負

担していること、つまり、国税を納めているこ

とを、視野に入れることである。

補助される側が、補助金の財源を負担するの

は形容矛盾であると、潜在意識下で当然視する

所為か、国税について言及されることは一般に

はなく、いわば顕示的に言及されるのは専ら補

助金のみである。なるほど、補助金を交付され

る地方公共団体自身は、補助金の財源の国税を

負担してはいない。しかし、補助金を交付され

ているのは、直接的には地方公共団体であると

しても、窮極的には地域住民であるというのは

見易い事柄であり、その地域住民が、補助金の

ための国税を負担している、というのも見易い

事柄である。ともあれ、経済力の低い地域の地

域住民は、一方で補助金を交付されつつ、他方

で、その補助金のための財源の国税を納付して

いること、これを視野に入れることが、先に述

べたことと対となって必要不可欠なことなので

ある。

経済力の低い地域の地域住民が、補助金のた

めの国税を負担している、ということは、地域
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住民は同時に国民として、補助金を交付してい

る、ということである。交付される側の主体

が、同時に、交付する側での主体でもあるとい

うことである。そうすると、それに随伴して、

国民に、経済力の高い地域の地域住民も、国民

として包含されることになり、この地域住民

も、補助金のための国税を納付している、とい

うことが俎上に載せられることになる。

かくして全ての舞台装置が整えられることに

なる。一方で、経済力の低い地域の地方公共団

体への国庫支出金と地方交付税だけでなく、高

い地域の地方公共団体へのそれも視野に入れ、

他方で、経済力の低い地域の地域住民の国税を

視野に入れ、それに随伴して高い地域の地域住

民の国税が視野に入ってきて、全体としての補

助金と国税とが整うからである。このような全

体の中で、国税の補助による地域間所得再分配

が明確になるのである。国庫支出金と地方交付

税の意義が明確になるのである。補助金が経済

力の低い地域に交付される、というのは、全体

の中の一部でしかなく、そこを詳細に検討して

も、国庫支出金と地方交付税に関する本格的議

論は一歩も先に進まないように思われる。
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