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要約要約要約要約    

本稿の目的は、市町村の財政力に見合った地方債発行の制度構築を提案することである。

現行の地方行財政改革に関する議論を踏まえた上で、地方自治体の財政面での政府への依存

という問題に注目し、地方自治体の自立を促す政策を提言する。地方自治体の中でも都道府

県レベルの自治体では地方債改革の試みはあるが、市町村レベルで見ると財政構造が多様で

あることもあり、地方債改革の試みは十分になされていない。それを踏まえて、元利償還金

の交付税措置制度を全 1777 市町村に対して撤廃する分析を行った。そして交付税措置を撤

廃した上で、財政の持続可能性という基準、すなわち債務返済能力の有無により全 1777 市

町村を独自に 2 つのグループに分け、それぞれ財政力に応じた政策を導入した。こうした

段階的な試みは本稿が初めてである。 

 

第 1 章では、地方債の債務残高が 20 年前の 2.7 倍までに膨らんでいるという現状につい

て述べる。地方自治体が財政面で政府に依存する制度により、財政力に見合わない地方債発

行が行われている。そこで、地方自治体の財政力と関係なく債務の累積をもたらし、自立を

妨げる元利償還金の交付税措置制度に焦点を当てた。 

第 2 章では、交付税措置制度撤廃の必要性を、先行研究を拡張したモデルにより説明す

る。全 1777 市町村の交付税措置額を算出し、パネル回帰により分析を行った。この分析で

交付税措置が歳出増加を促進する効果を持つことを確認した上で、交付税措置制度撤廃を行

うこととする。 

第 3 章では、財政面での自立が可能か否かの判断基準として、財政の持続可能性という

債務返済能力の有無を示す指標を用い、財政の持続可能性が正の自治体を「財政持続可能グ

ループ」（846 自治体）、負の自治体を「財政持続不可能グループ」(931 自治体)と分類した。 

第 4 章では、財政持続可能グループへの政策を提案する。起債の自由化を提案すること

で、地方債を自由に発行する裁量が与えられる。また、もう一方の持続不可能グループでは

起債が制限されるため、財政持続可能グループに留まる正のインセンティブも働く。 

第 5 章では、財政破綻の恐れがある財政持続不可能グループへの政策を提案する。その

ためにクロスセクションデータを用いて分析を行うことで「標準的な歳出規模」を算出する。

そして持続不可能グループにおいて、標準的な歳出と歳入を比較し、標準的な歳出規模を歳

入が上回る自治体を「持続不可能の上」、歳入が下回る自治体を「持続不可能の下」と定義

し、それぞれ引き締め政策や交付金による補填を行う。 

第 6 章では、第 5 章までを踏まえて政策提言をする。 

Ⅰ. 地方債の元利償還金交付税措置制度の撤廃 

交付税措置制度の撤廃により政府が地方自治体の債務を肩代わりするメカニズムをなく

し、財政力に見合わない地方債の発行を阻止することが可能になる。 

Ⅱ.  財政の持続可能性による 2 グループ制の導入と各グループへの政策 

この政策により、持続可能グループには地方債発行の裁量を与えることでより自立した地

方自治体の運営を促す。また持続不可能グループでは標準的な歳出規模を算出し、さらに

「持続可能の上」・「持続不可能の下」に分類し、引き締め政策や補填を行い財政の持続可

能性を高めさせることが可能になる。        
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

近年、日本政府の巨額な債務残高が問題とされ、早急な改善を求められている。2010年
現在、日本の政府債務は908兆8617億円に達し、国民一人当たりの借金は約712万円にのぼ

る。中でも、地方自治体の借入金残高の合計は2010年現在、200兆円という莫大な額を占め、

うち141兆円が地方債残高と、借入金残高に占める地方債残高の割合が高いのが現状である。     
これは1990年代に行った国の景気対策のために、公共事業の資金源として多くの地方債が

発行されることでもたらされた。 
 
このような地方債の乱発が可能であった理由として、地方債制度における政府と地方自治

体の関係に問題があったことが挙げられる。地方債に関する制度において、地方自治体の債

務を政府が肩代わりするシステムが成り立ち、地方債発行の規律付けが曖昧となっている。

その結果、現在でも借入金残高が増加し、地方財政を圧迫する構造が続いている。現在に至

るまで、地方債務を削減するように政策が行われてきたが、地方債務の蓄積の問題に直接効

果を及ぼすものではなかった。 
 
例えば、2006年に行われた小泉内閣の三位一体改革では、地方債の改革が未着手となっ

ていた。地方自治体には 地方税、国庫支出金、地方交付税、地方債 の4つの主な収入源が

あり、前者3つは三位一体改革で扱われたが、地方債の改革は行われなかったのである。 
 
2010年には、地方債の起債制限について、片山善博総務大臣２２２２が、地方債発行に関する国

の関与を外し、発行を自由化することを検討している。そして現在、地方自治体は財源が乏

しいにもかかわらず地方債を発行する放漫財政を続け、その資金繰りのために国の財政を犠

牲にすることがもはや限界に達しつつある。片山氏の提案においては、都道府県や政令指定

都市などの財政力が強い自治体を対象としており、市町村には焦点を当てていない。   
 
しかし、我々は都道府県や政令指定都市以外にも財政力が強く、より自立した財政運営を

求めている地方自治体も存在するのではないかと考えた。それだけではなく、現時点で財政

力が強くない地方自治体に対しても、財政面での自立を促していくことも我々は必要である

と考えた。したがって、都道府県レベルの地方自治体のみならず、全市町村に対して自立し

た財政運営を促す政策を提案したいと考えた。 
  
そこで、本稿においては、現在改革への取り組みが行われていない市町村に焦点を当て、

財政力に応じた地方債発行の制度の構築を提案し、政府からの自立を促す。 

 

                                                      
２２２２  2010 年 9 月 17 日、管直人内閣により、総務大臣兼内閣府特命担当大臣(地域主権推進)に就任 
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第1章 地方財政の現状と地方債の地方財政の現状と地方債の地方財政の現状と地方債の地方財政の現状と地方債の

問題点問題点問題点問題点    

日本には、2009 年 3 月 31 日の時点で市町村を合わせて全 1777(市:783 町:802 村:192)

の地方自治体がある。初村(2009)は、地方自治体とは「国の領土の一部である一定の地域を

基礎とし、その地域内における行政を行うために、国から分与された自治体を行使すること

を目的とする団体」と定義している。日本の内政を担っているのは地方自治体であり、地域

に合った教育、福祉、消防など住民の日々の暮らしに密接に関連する様々な行政サービスを

供給しているのである。 

第 1 章では、地方財政の現状について述べた上で問題点を探り、その原因について具体

的に言及する。 

第第第第1111節節節節    債務残高の現状債務残高の現状債務残高の現状債務残高の現状    
 

住民の生活を支える地方財政だが、1990 年代後半に入り多くの地方自治体で財政状況が

悪化し、地方財政全体での債務が増大した。地方財政の債務残高は、2010 年現在では 200

兆円にのぼる。その内、地方債残高は 141 兆円に達し、地方財政の債務残高の中で地方債

残高が最も大きな額を占めている。(図 1) 

 

   

 
総務省 HP より 

図１ 地方財政の債務残高の状況 
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また、債務残高の 200 兆円は対 GDP 比(国内総生産)では 42.0%となっている。この値は対

GDP 比で過去最高の割合であり、先進国では最悪の水準である。 

 地方債残高の累増に伴い、地方債の償還額の割合である公債費負担比率(=「公債費充当一

般財源」／「一般財源総額(地方税＋交付税等)」)も上昇する。一般に、公債費負担比率が

15%を超えると財政運営上支障をきたすと言われている。地方自治体の中で市町村だけを見

てみると。15%を超える市町村は 2007 年の時点で全体の 46.4%(1810 団体中 839 団体)の

市町村が該当している。 

 

 地方財政が悪化することにより、住民の生活に悪影響が及ぶことは必至である。地方財政

の悪化により、「介護保険をはじめとする福祉施策や教育、身近な社会資本の整備といった

各種の政策の支障が生じ」(岡本・吉村(2002))る可能性が大きい。 

 また、国の「財政赤字の急拡大は日本の財政が長期的に維持不可能であることを示す」小

林(2004)。現行の制度では地方の借金を国が肩代わりしているシステムのため、地方財政の

悪化は行く行くは国の財政悪化につながり、財政の維持不可能を早めることとなる。 

第第第第2222節節節節    地方債改革の必要性地方債改革の必要性地方債改革の必要性地方債改革の必要性    
 

第 1 節で、地方財政の抱える多額な債務残高がいかに重大な問題であるかを述べた。 

本節においては、地方財政にとっての地方債の役割を確認した上で地方債残高が増大した原

因を探り、地方債改革の必要性を示す。 

 

 

第第第第 1111 項項項項    地方債とは地方債とは地方債とは地方債とは    

 地方債残高とは、地方債発行により発生した債務の未償還分の額を示す。これは、地方

債務残高 200 兆円のうち 141 兆円ともっとも大きな割合をしめる。 

 総務省 HP３３３３によると、地方債とは、「地方公共団体が 1 会計年度を超えて行う借入れ」と

定義されており、いずれの時代においても地方財政の運営上重要な役割を果たしている。 

 地方債の最大の目的は、世代間の公平性である。地方債を発行した事業については、将来

世代も償還費という形で費用を負担しなければならない。したがって、起債の対象となるべ

き事業は、便益が将来に及ぶような、建築物の建設などである。 

それを条文化したのが、地方財政法第 5 条である。第 5 条では「地方公共団体の歳出は、

地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし次に掲げる場合におい

ては、地方債をもってその財源とすることができる」としており、その起債が認められる場

合とは 

 

1. 交通・ガス・水道などの公営事業 

2. 出資金、貸付金  

3. 地方債の借換え 

4. 災害復旧事業費  

5. 標準税率以上で普通税を課している公共事業等の建設事業  

 

                                                      
３３３３ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/chihosai_a.html 
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の 5 つである 2,3,4 は世代間の公平性とは関係ないが、例外として認められている。中央政

府は、各地方自治体がこの条件を満たしているか常に監査している。 

 

地方債の引受先は以下の 4 つである。 

 

1. 市場公募４４４４ 

2. 銀行等引き受け ５５５５ 

3. 公営公庫(地方公共団体金融機構) ６６６６ 

4. 政府資金 ７７７７ 

 

1.と 2.が民間資金によるもの、3.と 4.が政府資金によるものとなっている。 

 

地方債の償還は将来世代の負担であるので、受益負担の原則から将来にも便益が及ぶものに

のみ地方債が発行できるのである。これに基づき、各市町村が地方債を発行して費用に充て

ることができる事業は、地方財政法第 5 条により定められている。 

 

  

第第第第 2222 項項項項    地方債残高増加への経緯地方債残高増加への経緯地方債残高増加への経緯地方債残高増加への経緯    

 第 1 項で地方自治体にとっての地方債の必要性について言及した。では、なぜ重要な収

入源である地方債が現在は膨大な地方債残高として地方財政を圧迫しているのだろうか。 

 第 1 項でも述べたが、図 1 からも分かるように地方債残高は 1990 年代半ばから急激に上

昇している。これは、バブル崩壊後の長引く景気停滞の影響で、国の景気対策のために行っ

た公共事業に必要な資金の大半が地方債により賄われたことに起因する。公共事業を行った

ところ、当初予想されていたよりも景気回復に効果が出ず、結果として地方債残高が膨張し

てしまったのである。 

 

 地方債残高拡大の経緯については、「1990 年代における内需拡大策で、地方の単独公共事

業が大幅に増加したことが大きく影響している」(代田(2007))といえる。バブル崩壊後、景

気後退に対応するために数次にわたり公共事業を追加し、その財源として巨額な地方債の発

行を行った。そして、地方債残高が増加し、地方財政を圧迫しているのである。この結果、

1990 年には 52.2 兆円であった地方債残高は年々増加し、2010 年には 2.7 倍の 141 兆円に

達した。 

  

 このように多額の地方債残高が発生するまで地方債に依存できる、つまり地方債が発行で

きるのは、財政面において地方自治体が政府に依存し、必要以上の地方債発行が可能になる

システムが存在するからである。 

 平岡・森(2005)は、国と地方自治体の財政関係を「国からの『移転財政』に依存する度合

いが非常に高い財政構造になっている」と指摘し、岡本・吉村(2002)は日本の財政制度につ

いて「1、『大きな地方財政』、2、相対的に『小さな地方税源』、3、それを補完する『大き

                                                      
４４４４ 地方債を証券の形にして投資家を募り、銀行や証券会社などの金融機関が引き受ける。財政力が低い地

方自治体は信用力が低く発行が難しいため、2010 年現在、49 地方自治体のみが発行している。 
５５５５ 銀行が市場を介さずに直接事業体と交渉して金利を定め、借入金という形で貸し付けをすること。 
６６６６ 地方自治体の経営する上下水道・下水道、公営交通、病院などの地方公営企業をはじめ、地方道路公社

や土地開発公社等が行う住民生活に密接した事業に対して低利かつ長期の資金を供給する。 
７７７７ 財政投融資金のこと。直接借入金である。 
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な財政移転』の 3 つが基礎になっています」と述べている。つまり、地方自治体の赤字は

国の歳出によって支えられている仕組みが存在するのである。 

 

 本項では地方債残高が増加するまでの経緯と、それを可能にするメカニズムについて述べた。

そのメカニズムとは、財政面において地方自治体が政府に依存するものである。次節では、その

メカニズムがどのように地方債の乱発に影響を与えているのかを具体的に述べる。 

第第第第3333節節節節    問題意識：財政力に見合わない地方債発問題意識：財政力に見合わない地方債発問題意識：財政力に見合わない地方債発問題意識：財政力に見合わない地方債発

行行行行    
 

前節まででは地方債残高の現状とそれが累増した経緯について述べたが、本節では乱発を

招く制度的要因をたどり、そのメカニズムを問題意識として整理する。制度的要因は主に、

①「地方債の元利償還金８８８８に対する交付税９９９９措置(以下、交付税措置)」と②交付税措置による

早期是正措置の機能不全の 2 点がある。交付税措置のもとで地方債の元利償還費への補助

を受けることで、地方自治体は自力での返済能力が不十分な場合にも地方債の発行が可能と

なり、地方債の乱発をもたらしてきた。さらに、起債に関する協議制度は、交付税措置のた

めに、効果の鈍い早期是正措置かつ柔軟性に欠ける一律の起債制限となってしまっている。

以下で、これら２つの制度が、交付税措置を充てにした地方自治体の財政行動を許容するメ

カニズムとなっていることを制度の概要と合わせて述べていく。 

 

    

第第第第 1111 項項項項    地方債の元利償還金の交付税措置地方債の元利償還金の交付税措置地方債の元利償還金の交付税措置地方債の元利償還金の交付税措置    

「地方債の元利償還金の交付税措置」とは一言で表すと、地方自治体の債務の返済に際し

て、返済費用である公債費の一部が、国から配分される交付税によって賄われる制度のこと

である。そもそも交付税１０１０１０１０とは、政府から地方自治体へ移転される税のことである。その

額は、統一した基準で総務省が算定した財源不足分、すなわち基準財政需要額(標準的とさ

れる地方公共サービスを供給するために必要とされる支出の見込み額)と基準財政収入額

(標準的な税収の見込み額)の差額で決まり、地方自治体に交付される。 

  

地方交付税額 = 基準財政需要額－基準財政収入額           (1.1) 

 

地方債起債後の将来時点において、この基準財政需要額に地方債の元利償還金の一定割合を

公債費ないし事業費補正として算入できる。そのため地方債の元利償還金が交付税額に含ま

れる。このことを地方債の元利償還金の交付税措置という。 

このように元利償還金が交付税で賄われることにより、実質的には交付税措置分だけ地方

自治体の負担が軽減される形となる。そのため、交付税措置は地方債発行の無駄な発行をも

たらす。結果、地方自治体は交付税措置付き地方債の起債を積極的に行い、「負担感なき財

                                                      
８８８８元利償還金とは一般に弁済する債務の元本と利子を指す。 
９９９９交付税とは地方交付税のことで、国が、地方で徴収された地方税を財政力の平準化や財源保障を目的に地

域間配分を決定する、政府間財政移転の機能をもつ 
１０１０１０１０ 交付税は、普通交付税(交付税総額の 94%)と特別交付税(同 6%)に大別されるが、ここでは普通交付税を

指すとする。交付税額等(基準財政収入額・基準財政需要額・事業費補正)の算定方法に関しては肥後・
中川(2001)を参照されたい。 
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政赤字」を増大し累積させていくと考えられる。(肥後・中川(2001)及び中野(2002)を参考

に、そのメカニズムを交付税措置が地方債発行に与える量的かつ質的影響としてまとめると

以下のようになる。量的影響とは、ⅰ.交付税措置のない資金調達コスト(地方税収等のコス

ト)に対する、地方債による資金調達コストの相対価格を下げ、交付税措置付き地方債によ

る資金調達をするインセンティブが働くこと、ⅱ.「債務を『負担』する主体と最終的に『負

担』する主体が異なるため、最終的な負担者である地方自治体が、当該債務を自らの財政赤

字と認識していない可能性が高い」((肥後・中川、2001１１１１１１１１))ため、自身の負担分を過小に認

識する「財政錯覚」が起き、不必要な事業等のための非効率な歳出の温存を許すことといえ

る。一方の質的影響とは、「毎年度における個々の地方自治体の現実の元利償還費が基準財

政需要額に反映されて」(肥後・中川、2001) 次年度の交付税措置額が決定されるため、地

方自治体が、交付税措置額の増額に向けて非効率な公共投資のための無駄な起債をするイン

センティブを高めることである。 

 

ここまで、交付税措置によって地方自治体に財政力以上の地方債発行をするメカニズムを

説明した。実際にこのメカニズムがどの程度の地方債乱発を招いているのかについては、交

付税措置の結果としての公共投資の増大や社会資本の累積を、土居・別所(2005a)が都道府

県のデータを用いて計量分析で示している。本稿では先行論文の紹介に留まらず、市町村に

焦点を当てていることを踏まえ、第 2 章にて、47 都道府県のデータではなく全 1777 市町

村のデータを用いることで、より厳密な実証を行う。  

 

 

第第第第 2222 項項項項    交付税措置による早期是正措置の機能不全交付税措置による早期是正措置の機能不全交付税措置による早期是正措置の機能不全交付税措置による早期是正措置の機能不全    

 前項で説明した交付税措置は、地方債の起債に関する協議制度にも問題をもたらしてい

る。協議制度は、地方債自由化の流れの中で 2006 年に許可制度から移行した。ただし、こ

の協議制度は、地方債自由化の面の他に、財政力の弱い地方自治体の起債に制約を与える面

も持つ。それが、協議制度の中に組み込まれている、早期是正措置としての許可制度といえ

る。その早期是正措置の適用対象を定める基準の一つに、交付税措置と絡んだ問題があると

いえる。協議制度の概要と合わせて以下でその問題を見ていく。 

 

 許可制度下では、地方債の発行を希望する全ての地方自治体は、事前に国の許可を得る必

要があった。現在の協議制度下では、都道府県は総務大臣との、市町村は都道府県知事との

協議を経れば、地方債発行が可能になった。総務省の「平成 18 年度版 地方財政白書」に

よると、協議制度では「財政状況が健全な地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事に協

議を行えば、仮にその同意がなくとも、あらかじめ議会に報告して地方債を発行できる」。 

従来の起債に際して許可を必要とする許可制度に比べて、協議制度では自由化が進んだか

のようにみえる。しかし、その自由化は十分に実現しておらず、事実上はほとんどの自治体

において同意債１２１２１２１２の発行が行われている。交付税措置を受けるためには総務大臣等の同意
１３１３１３１３を得ていることが必須条件となっているからだ。地方自治体は、交付税措置を受けるた

めに元利償還金を地方財政計画１４１４１４１４へ算入しようと、自己の裁量の効く不同意債の発行を諦

                                                      
１１１１１１１１ (肥後・中川 2001)の 6 章にて、交付税特会借入及び交付税措置がもたらすデメリットをまとめている。 
１２１２１２１２ 同意のもと発行される地方債を同意債、同意なしで発行される地方債を不同意債という。 
１３１３１３１３ 許可制度の地方自治体の場合は同意ではなく許可が必要である。 
１４１４１４１４ 地方財政計画とは、翌年度の地方自治体歳入・歳出総額の見込みに対する計画を、内閣が国の予算との

整合性を図るために毎年度作成するものである。地方自治体に対する財源措置がここで示される。 
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「公債費相当額に充当した一般財源」－「普通交付税措置のある公債費相当額」

「地方税＋普通交付税等」－「普通交付税措置のある公債費相当額」

めるのだ。したがって、比較的財政力の高い自治体１５１５１５１５も交付税措置のためには起債の同意

を選択する構造となり、各地方自治体の財政力に対応しない、全自治体に対して一律の制約

になっているといえる。 

上記で、協議制度が財政力の高い自治体へ与える影響をまとめたが、財政力の低い自治体

に対しても協議制度がどのように働いているかについても述べたい。ここに交付税措置に関

連した問題があるといえるからだ。財政力の低い自治体も、財政力の比較的高い自治体と同

様、協議制度を利用して地方債発行をしている。しかし、政府は自治体に対して、単に自由

化を促しているわけではない。乱発により自治体の財政状態が極度に悪くなることは、未然

に防止する必要がある。そこで採られているのが、乱発防止のための早期是正措置としての

許可制度である。財団法人地方債協会の説明によると、早期是正措置は「実質収支の赤字が

一定以上大きい自治体、公債費等の比率が一定以上の自治体、赤字公営企業等は、地方債を

発行するときは総務大臣等の許可を受けなければならないこととして、早期の財政健全化へ

の取組みを促すため」に導入されている。簡潔に言えば、自治体の財政力を測る指標を用い

て、財政状況の芳しくない自治体は、起債に許可を有するという制限をかけるということだ。

その起債制限の対象を定める基準の一つに、実質公債費比率という指標がある。これが 18%

以上になる自治体は、起債に際して許可が必要となる。そして、この実質公債費比率の算定

方法に問題が潜んでいると考えられる。実質公債費比率は、地方財政法等によって定められ

ており、公債費による財政負担の度合いを客観的に示す。実質公債費比率の算出方法は、 

 

実質公債費比率＝ 

 

              

(1.2) 

と表せ、交付税措置が適用される公債費が算定式に用いられていることがわかる。実質公債

費比率は、地方自治体の決済時の資金繰りが健全かどうかを測る役割を持つ。しかし、交付

税措置適用の公債費が抜かれることで、交付税措置による政府の補助を前提とした上での健

全性を測っていることとなる。つまり、実質公債費比率は地方自治体自身の決済能力を計る

指標として機能していないといえる。結果、実質公債費比率という基準は、交付税措置のあ

る公債費を前提としているために、交付税措置額を充てにした財政力を測るにすぎない。交

付税措置は、この基準を介して早期是正措置の機能を低下させ、財政規律を欠いた財政行動

を地方自治体に許容しているといえる。 

 

 

第第第第 3333 項項項項    問題意識のまとめ問題意識のまとめ問題意識のまとめ問題意識のまとめ 

第 1 項では地方債の元利償還金の交付税措置が地方自治体に「負担感なき財政赤字」、す

なわち地方債発行の拡大を引き起こすメカニズムについて述べた。第 2 項では、交付税措

置のために起債協議制度下での早期是正措置が財政規律として十分に機能しなくなるメカ

ニズムを説明した。これらの問題点を総括すると、交付税措置が原因となって、地方自治体

に自身の財政力以上の地方債発行を許し、債務の累積を生むメカニズムが存在するといえ

る。 

 

                                                      
１５１５１５１５長期固定低利の国の財政融資資金(国債金利)からの借り入れは同意債のみが対象になり得るため、比較

的財政力のある地方自治体であっても同意債を好むといえる。 
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本章では、第 1 節で地方の債務残高が増加している現状を、第 2 節で地方債改革の必要

性について述べた。その後、第 3 節では、地方債の乱発を招くメカニズムを探り、財政力

以上の地方債発行が可能なそのメカニズムを問題意識として整理した。次章では、この問題

意識について計量分析を用いて実証していく。 
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第2章 実証分析実証分析実証分析実証分析    

 

ここでは第 1 章の問題意識を踏まえ、先行研究をもとに計量経済学の手法を用いて、交

付税措置による市町村の財政力に見合わない地方債発行について試算し、その問題について

検証する。そこで、「交付税措置が財政力に見合わない地方債の発行を促す」と仮定して現

状分析を行い、交付税措置撤廃の必要性を示す。 

まず初めに先行研究の整理を行い、分析の方向性を検討する。そして、先行研究の内容を

拡張し、独自のモデルを設定すると同時に、回帰式を複数年全国 1777 の市町村データから

推定することで、交付税措置が財政力に見合わない地方債発行額にどのような影響を与えて

いるか考察する。なお、全国 1777 の市町村まで踏み込んで交付税措置額の算出からパネル

分析まで行ったのは本稿が初めてである。 

第第第第1111節節節節    交付税措置に関する交付税措置に関する交付税措置に関する交付税措置に関する先行研究の整理先行研究の整理先行研究の整理先行研究の整理    
 

 

第第第第 1111 項項項項    先行研究の整理先行研究の整理先行研究の整理先行研究の整理    

この節では、先行研究の内容を発展させることで、本稿で用いる回帰モデル及び分析方法

を検討する。なお本章では、「交付税措置が財政力に見合わない地方債の発行を促す」とい

う仮定を検証することで交付税措置撤廃の意義を示すことが目的であるため、後ほど説明変

数と分析方法の観点から議論の整理を行う。 

 

交付税措置の検証を扱った先行研究として、土居・別所（2005）、水野（2006）などがあ

る。 

土居・別所（2005）では、1975～2000 年度の都道府県の地方債発行額について、人口、

面積、財政力指数、有効求人倍率、交付税措置率等を説明変数としてパネルデータ分析を行

い、交付税措置が地方債発行を促進したことを示している。ここでは、交付税措置が行われ

ると、財政力の弱い自治体でさえ自地域で租税負担をほとんど負わずに起債できる現状を指

摘し、交付税措置撤廃の必要性を論じている。 

水野（2006）では、「前年度に発行した地方債に関する交付税措置が現年度における縁故

債の発行を促進する」という仮説のもと、被説明変数を縁故債１６１６１６１６の年間発行額とおき、43

道府県のパネルデータ分析によって、縁故債発行額が交付税措置によって決まることを示し

た。さらに、交付税措置を 10%削減することで縁故債の発行額を抑えることを証明し、交

付税措置撤廃の必要性を指摘している。 

                                                      
１６１６１６１６ 縁故債とは、地方自治体が引き受け先である特定の金融機関との相対取引で決める地方債である。 
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したがって、これらの先行研究の内容をさらに発展させ、「交付税措置が財政力に見合わ

ない規模の地方債発行を促している」と仮定し、推計式を導出することで現状分析する。 

 

 

第第第第 2222 項項項項    実証分実証分実証分実証分析の視点の整理析の視点の整理析の視点の整理析の視点の整理    

本項では、実証分析をするにあたって、主に交付税措置額の算定と説明変数の検討を行う。

また、交付税措置額を将来見越した５年先のリード変数として用いることを説明する。 

  

まず初めに、交付税措置額の算定を行う。基礎となる資料は、総務省自治財政局が作成し

ている「地方交付税関係係数資料」各年度版１７１７１７１７である。ここから基準財政需要額の構成項

目としての公債費および事業費補正による増額分の数値を取り出し、実際の各年度の公債費

支出と比較し、交付税措置額を算出する。 

今回各市町村の交付税措置額の試算に用いるデータは、「市町村別の公債費（地方債の元

利償還金・一時借入金利子）」と「都道府県別市町村の交付税措置総額」である。なお、「市

町村別の公債費合計額」とは「各市町村の公債費額を都道府県単位で合計した額」であるこ

とに注意したい。これらを用いて、以下のように計算する。 

 

 

都道府県別市町村への交付税措置×  

 

           ＝各市町村別の交付税措置           (2.1) 

 

 

ここで、計算式を具体的に説明するために、「α 県は a 市 b 町 c 村で構成されている」と仮

定しよう。先ほど（2.1）で示したように、現在手元にあるデータは「α 県を構成する各市

町村に対する交付税措置額の合計額」と、「各 a 市 b 町 c 村に対する公債費額」である。そ

のため、これらを用いて以下の計算式により全国1777市町村の交付税措置額を推計できる。 

 

 α 県を成す市町村に対する措置合計額× 

 

      ＝各市町村への交付税措置額              （2.2） 

 

この計算式により、全国 1777 市町村に振り当てられた交付税措置額１８１８１８１８を算出した。 

 

先行研究では 1975 年～2000 年までの都道府県の交付税措置額を用いてパネル分析した

が、本稿ではより厳密に現状分析を行うために全国 1777 市町村自治体まで踏み込んで検証

する。 

 

 次に、被説明変数と説明変数の検討を行う。土居・別所（2005）では、交付税措置によ

る公的資本ストックの増加を推定すべく、有効求人倍率、人口密度、公共投資への補助率を

用いて検証を行っている。しかし、本稿の位置づけとしては、全国 1777 市町村の交付税措

置額がもたらす財政力に見合わない地方債の累積を検証することを目的としているため、よ

                                                      
１７１７１７１７ 2005 年－2008 年のデータを引用した。 
１８１８１８１８ なお、交付税措置額は千円単位である。 

各市町村ごとの公債費�地方債の元利償還金・一時借入金利子�額

市町村別の公債費�地方債の元利償還金・一時借入金利子�合計額
 

 

a市の公債費

a市の公債費＋b町の公債費＋c村の公債費
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り厳密に市町村の財政力を測る指標が必要だと考えた。そこで、以下の図 2.1 に示す７つの

変数を用いる。 

 

図 2.モデル式の変数・年度・出典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、被説明変数についてだが、各市町村の 2000 年～2003 年の各年分の人口一人当たり

に占める地方債現在高を用いた。累積した地方債現在高に対して住民の負担の大きさを見極

めるため、自治体が財政力に見合わない額の地方債をどれくらい発行しているか測る指標と

して用いる。これは本稿で掲げている問題意識および本章で明らかにする仮説を実証分析す

る上で不可欠だと考え、地方債現在高/人口を被説明変数とおいた。 

次にそれぞれの説明変数について検討する。 

 

• 交付税措置額/人口（一人あたりに占める交付税措置額） 

（2.2）で算出した交付税措置額を用いて、一人あたりに占める割合として人口で除すること

で被説明変数との相関関係を検証する。なお、後述するが交付税措置額は 2005 年～2008

年のデータを使用した。 

• 人口・面積 

財政の最適規模を表す指標として人口と面積を用いる。 

• 単年度財政力指数 

市町村が標準的な行政サービス需要に対して自主財源でどれだけ対応できるかを表すもの

である。なお、財政力指数は３年平均で算出されるため欠損値もみられる。これを踏まえ毎

年算出される単年度財政力指数を用いた。 

• 実質収支比率 

実質収支の額の適否を判断する指標であり、標準財政規模に対する実質収支額の割合で 

示されるものである 

• 投資的経費/人口（一人あたりに占める投資的経費） 

投資的経費とは、その経費の支出の効果が単年度または短期的に終わらず、普通建設事業・

災害復旧事業・失業対策事業など固定的な資本の形成に向けられるものある。投資的経費は

多くが起債で賄われるため、地方債現在高に影響与えると考え説明変数として用いた。 

 

最後に、交付税措置を 5 年先のリード変数として用いる点について、統計・制度の側面

から説明する。具体的に説明するために、2003 年に地方債が発行されたケースを考える。

統計的に交付税措置は、ある年に発行された地方債を数年後に元利償還として返済する際に

施される。一方制度として、交付税措置額は地方債発行時においてすでに公表される側面を

持つ。すなわち、2003 年に起債された地方債は数年後に返済する時点に交付税措置が施さ

れ、その額は 2003 年時に決定されるのである。 

変数 年度 資料
被説明変数 地方債現在高/人口 2000-2003 市町村決算状況調
説明変数 交付税措置額/人口 2005-2008 地方交付税関係係数資料

人口 2000-2003 市町村決算状況調
面積 2000-2003 市町村決算状況調
単年度財政力指数 2000-2003 市町村決算状況調
実質収支比率 2000-2003 市町村決算状況調
投資的経費/人口 2000-2003 市町村決算状況調
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そこでこれらの統計・制度の側面を考慮した上で、「2003 年に発行された地方債は 5 年

先の 2008 年交付税措置が施される」と仮定し、本稿では 5 年先のリード変数として交付税

措置額を用いることにした。１９１９１９１９ 

 

 これらの先行研究・交付税措置額の算定・変数の検討を踏まえ、次節では実証分析を行う。 

第第第第2222節節節節    交付税措置に関する実証分析交付税措置に関する実証分析交付税措置に関する実証分析交付税措置に関する実証分析    
 

以下では、本章の目的である「交付税措置によって財政力に見合わない地方債の発行が促

されている」という仮定を検証するべく、4 年分の全国 1777 の市町村のパネルデータを用

いて実証分析を行う。なお、全市町村のデータを用いて分析するのは本稿が初めてである。 

地方債現在高/人口（BOND/POP ）を被説明変数にすると、パネルデータ２０２０２０２０を用いて以

下の推計式で表すことができる。 

 

 

 

       

（2.2） 

 
a

 

 

 

 

 

                                                                           (2.3) 

ここで、上記の推定式をもとにパネルデータ分析を行い、以下の結果になった。 

 

図 2.2 推定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１９１９１９１９ なお、リード変数の特性上、変数同士の内生性は回避される。 
２０２０２０２０ 市町村合併も考慮した、欠損値のない balanced panel である。 

ititititit

itititit

PopInvBalanceIndexeL

PopPopSochiPOPBOND
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5 31

 

）・・・市町村数：人口、投資的経費

：実質収支比率、単年度財政力指数、：面積、：人口、

人口、交付税措置額：地方債現在高、、・・

1777,2,1/:/

:arg

/://2003,2000(

=

=

iPopInv

BalanceIndexeLPop

PopSochiPOPBONDt 

回帰統計
within　R2 0.0399
Hausman 0

観測数 4857

係数 標準誤差 t P-値
切片 -267.9501 506.9766 -0.53 0.597
交付税措置/人口 0.4121778 0.0510404 8.08 0
人口 -0.00072 0.0006467 -1.11 0.266
面積 6.298635 3.715518 1.7 0.09
単年度財政力指数 181.2058 35.39254 5.12 0

実質収支比率 2.510065 0.6492214 3.87 0

投資的経費/人口 0.0787301 0.0116021 6.79 0
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まず、パネルデータ分析をするにあたって、固定効果モデルと変量効果モデルのどちらを

採択するか検証するべく、Hausman 検定を行った。そして Hausman 検定の結果が確率 0％

であるため、「固定効果モデルよりも変量効果モデルが正しい」という仮説が棄却された。

ゆえに、個体の特性を考慮した固定効果モデルが採択された。 

 計量結果を参照すると、人口・面積以外の t 値はいずれも有意水準 5％未満で有意な結果

を示している。とりわけ、着目すべき点として交付税措置額の t 値が最も高く、地方債現在

高との間に正の相関が見られた。すなわち、本稿が最も検証すべき変数である、[一人あた

りに占める交付税措置額]が、[一人あたりに占める地方債現在高]に対して 5％未満で有意な

変数であることが分かる。この結果から、「交付税措置は財政力に見合わない地方債の発行

を促進すると」いう仮説が証明された。 

 

この計量分析から、交付税措置増加に比例して地方債が累積されてきた現状を読み取るこ

とができた。すなわち、交付税措置が増加するのに伴い、一人が負う地方債現在高が増加し、

結果として財政力に見合わない額の地方債が累積されていることが分かる。こうした交付税

措置こそ、財政力に見合わない規模の地方債発行乱発、すなわち地方債務の累積を招いてい

る元凶であると考えられる。なお、この分析は全国 1777 市町村にまで踏み込み、交付税措

置額を算出しているため今までの先行研究の内容をより厳密に分析している。ここまで厳密

に分析を行い上記のような結果が出たことは、交付税措置の問題点についてより正確に示し

ていると考えられる。 

 

 これらの現状を踏まえて、過去 4 年のデータを分析することで交付税措置は地方債務の

累積に影響を及ぼすことが考察された。つまり、本稿の交付税措置が元凶となって、市町村

の財政力と関係なく債務の累積をもたらすメカニズムが存在する」という問題意識が計量分

析で立証された。 

第第第第3333節節節節    交付税措置交付税措置交付税措置交付税措置のののの撤廃撤廃撤廃撤廃    
 

本節では、本章の実証分析のまとめと「交付税措置撤廃」ついて言及する。 

第 1 章では、「交付税措置が元凶となって、市町村の財政力と関係なく債務の累積をもた

らすメカニズムが存在する」という問題意識を掲示した。そこで本章では、第 1 章で示し

た問題意識を計量経済学の手法を用いて実証すべく、先行研究をもとに「交付税措置が財政

力に見合わない地方債の発行を促す」という仮定を置いた。そして、全国 1777 市町村にま

で踏み込みパネル回帰により厳密に分析した結果、仮定が正しいことが分かり、本稿の問題

意識に対する現状分析が立証された。つまり、先行研究と現状分析により、市町村の財政力

以上の地方債発行をもたらす要因である交付税措置に対して、撤廃の必要性があることが明

確化された。 

 

そこで本節では、いま一度交付税措置が招く問題点を整理し直し、交付税措置の撤廃を提

言する。 

交付税措置に関する主な問題点として以下の 2 点が挙げられる。 

 

1. 交付税措置の存在により、自身で元利償還のための租税負担をほとんど負わずに起債

をすることが可能なため、財政力が弱い自治体でも地方債を過度に発行して事業を実施しよ

うとする傾向があること 
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2. 起債制限の対象を定める基準の一つで、公債費による財政負担の度合いを客観的に示

すはずの実質公債費比率という指標が、交付税措置による政府の補助を前提とした上での健

全性を測ってしまっていること 

 

である。 

1 において問題であるのは、交付税措置の存在によって、地方自治体が自らの負担分を過

小認識し、「負担感なき財政赤字」が引き起こされてしまうことである。このため、債務を

抑制しなければいけないという財政規律が働きにくい。それが市町村の非効率な歳出の存続

を許してしまい、自身で必要以上の負担をせずに、将来に負担を転嫁するという誘因が働い

ている。 

2 が問題であるのは、地方自治体が非効率な公共投資のために必要以上の起債をするイン

センティブを高めていることである。すなわち、無駄な公共投資による交付税措置の適用額

の増額分が翌年の基準財政需要額に影響を及ぼし、地方自治体が政府からより多くの措置額

を獲得できるようになることが原因である。 

 つまり、1、2 のような地方債償還費の負担の一部を政府に依存できるメカニズムが存在

し続けていることで、地方自治体の財政面での自立が進まず、非効率性が発生しているのだ。

そもそも、将来的に自治体が自身の財源で返済することのできるような地方債が発行される

ことが望ましいのだが、上記の問題により自力で返済出来ない地方債が発行されているのが

現状である。そのため、政府に依存するメカニズムを失くしたうえで、各自治体が自らの財

政力を考慮に入れ、自立した財政運営を行っていくことが必要なのだ。 

 

以上のように交付税措置が完全に撤廃されない限り政府に依存するメカニズムは働いて

しまうため、ここでの地方自治体の自立とは交付税措置の撤廃をもって達成されるものだと

いえる。 

そこで、本稿では地方自治体の自立を目指すため、我々はまず地方債の元利償還金交付税

措置を撤廃するべきであるとする。次章以降では、交付税措置の撤廃は前提として、その後

どのように自治体の自立を促していくかという具体的な政策提案を行っていく。 
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第3章 財政の持続可能性による財政の持続可能性による財政の持続可能性による財政の持続可能性による        
グループ分けグループ分けグループ分けグループ分け    

第第第第1111節節節節    「財政の持続可能性」という基準「財政の持続可能性」という基準「財政の持続可能性」という基準「財政の持続可能性」という基準の導入の導入の導入の導入    
 

 第 2 章までは、元利償還金の交付税措置撤廃の目的や結果について述べてきた。しか

し本章では、我々は単に元利償還金の交付税措置撤廃を行うだけではなく、撤廃後「財政の

持続可能性」という基準に照らし合わせ、全国の地方自治体(市町村)を 2 つのグループに分

類することを提案する。その後、各市町村の財政の持続可能性を試算する推定式の説明を行

う。 

 

 第第第第 1111 項項項項    グループ分けの必要性グループ分けの必要性グループ分けの必要性グループ分けの必要性    

    第 2 章では、地方自治体(市町村)の財政面での自立のためには交付税措置の撤廃が必要不

可欠であるということについて述べた。 

では我々が考える「市町村の財政面での自立」の条件とは何であるかというと、まずは前

提として、政府に過度に依存するメカニズムを生み出す元利償還金の交付税措置が撤廃され

ていることがあげられる。そして更には、撤廃後においても現在の(市町村の)財政状況が維

持されても将来的に破綻する可能性がない場合、その市町村は「財政的に自立できる」と定

義することが出来ると考えた。 

一方で、交付税措置を撤廃した際に、将来的に財政破綻してしまう可能性のある市町村は、

現時点では財政的に自立出来ないと考えられる。そのため、それらの市町村にはそれぞれの

財政状況に応じた処置が必要となる。 

このように、交付税措置を撤廃した後の市町村に対する対応が各市町村の財政状況によっ

て変わってくるため、財政が将来的に破綻する可能性があるかないか(=財政の持続可能性)

でグループ分けを行う必要がある。そこで我々は交付税措置撤廃後の全 1777 市町村(2008

年当時)に対し「財政の持続可能性」という新たな基準を適用し、「財政持続可能グループ(以

下持続可能グループ)」と「財政持続不可能グループ(以下持続不可能グループ)」の 2 つの

グループに分類することとした。 
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第第第第 2222 項項項項    「財政の持続可能性」とは「財政の持続可能性」とは「財政の持続可能性」とは「財政の持続可能性」とは    

第 1 項で財政の持続可能性という指標によって、市町村を分類する必要性があることを

説明したが、本項では具体的に、「財政の持続可能性」という指標について説明していく。 

この「財政の持続可能性」とは、各地方自治体に債務の自主返済能力があるか否かを判定

する基準である。それは、地方自治体の現在の債務がその自治体の現時点での財政状況のも

とで、将来にわたって滞りなく返済できるかどうかで判断される。土居(2006)には Hamilton 

and Flavin(1986)が定義した政府債務の持続可能性について触れ『従来の財政運営を継続し

たまま政府資産売却などではなく租税で償還することを前提として将来のいずれかの時点

において政府債務が発散しないならば、政府債務は持続可能であるものである。つまり、無

限先の将来の政府債務残高が割引現在価値で見てゼロに終息すれば、政府債務は持続可能で

ある』とある。そのため、土居(2004)の手法を応用し、「債務の返済未完額の割引現在価値

(= B − S
 r⁄ )」を用いて以下(3.1)の様に財政が持続可能なのか否かを判断する。 

財政の持続可能性  B：前期末の借入金残高 S
：平均基礎的財政収支 r：借入金利子率２１２１２１２１ 

 

               … 財政が持続不可能(借金の自主返還能力×) 

 

 

                      …  財政は持続可能(借金の自主返還能力○)  (3.1) 

 

そして、財政の持続可能性元利償還金の交付税措置の撤廃後、財政が持続不可能であり、

何らかの処置が必要となる「財政持続不可能グループ」と現時点では財政は持続可能な(債

務の自主返還能力を持つ)「財政持続可能グループ」に分類していく。 

    

第第第第2222節節節節    市町村財政の持続可能性の推定と各グル市町村財政の持続可能性の推定と各グル市町村財政の持続可能性の推定と各グル市町村財政の持続可能性の推定と各グル

ープへの政策ープへの政策ープへの政策ープへの政策    
    

第第第第 1111 項項項項    交付税措置撤廃前の市町村財政の持続可能性交付税措置撤廃前の市町村財政の持続可能性交付税措置撤廃前の市町村財政の持続可能性交付税措置撤廃前の市町村財政の持続可能性のののの推推推推

定定定定    

第 1 項では、新基準の説明とそれを基に全国の市町村を 2 つのグループに分ける理由と

目的を説明した。本項では具体的に交付税措置を撤廃する以前の全国の市町村について財政

の持続可能性を推定する。 

 

                                                      
２１２１２１２１ ここで使用されている各変数の定義については第 2 項で詳細に説明する。 
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まずは今回用いる計算手法における、地方自治体の債務を定義する。地方自治体には今後

返済しなければならない「地方債残高」と、今年度末時点では地方債のかたちで債務を負う

ことはないが次年度以降に支払が発生する契約を今年度に結んだ「債務負担行為額」がある。

これらの総額が現在の地方自治体が負っている債務である。一方で、自治体には財源に余裕

がある年度に資金を積み立てておく「積立金」や、今年度の歳入歳出において最終的な現金

収支である「実質収支」が黒字の場合はこの黒字額は将来の財源として使うことが可能であ

る。よって、地方自治体（普通会計）が年度末現在で抱えている「純債務残高」は以下のよ

うになる。 
 純債務残高２２２２２２２２＝地方債残高＋債務負担行為額－積立金残高－実質収支  (3.2) 

次は、元利返済に充てることが出来る財源を定義する。ここでは基礎的財政収支(プライ

マリー・バランス)という指標を用いる。土居(2004)では基礎的財政収支を『税収等から公

債費を除く歳出を差し引いたもの(税収等－公債費を除く歳出)のことである』としており、

以下の式であらわされる。 

基礎的財政収支＝(歳入額－地方債－繰入金)－ 

           (歳出総額－公債費－積立金－前年度繰上充当金) (3.3) 

 仮に来年度以降の無限の将来にわたり生じる基礎的財政収支黒字で、現在抱えている純債

務残高を返済し続け、その残高が将来ゼロになるならばその自治体は現状で抱えている債務

を返すのに十分な基礎的財政収支黒字があると言える。逆に、残高が将来ゼロにならないな

らば、現在の財政収支ではやがて財政破綻してしまうということを示す。よって、土居

（2004）を参考にして今回は、現在の債務残高から将来的に債務残高減に貢献しうる基礎的

財政収支黒字(の合計の割引現在価値)を差し引いた値を債務返済能力の指標とし、各市町村

の財政の持続可能性を測る。 

なお、数式による厳密な分析方法の説明は以下の通りである。 

地方自治体の予算制約式は 

 

                 

 

  

 

この式を代入・展開する。 

                                      (3.4) 
 
 

             (3.5)    

さらに 0 期から無限先の将来までを足し合わせていくと、 

 

 

 

となる。 

                                                      
２２２２２２２２ なお、ここでは分析を地方自治体の普通会計に限定するため、地方自治体が運営する公営企業が負った債務（公営

企業債）に関するものは含んでいない。 
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この式は 0 期を現在とし、現在の借入金残高（純債務残高）を将来の基礎的財政収支の

割引現在価値で返済すると、無限先の将来では割引現在価値にして右辺第 2 項が残るとい

うことを示している。 

基礎的財政収支がデータ対象年度平均のまま財政運営が変化しないとすると上記の式は 

 
 
 
 
と整理できる。（̅は数年間の基礎的財政収支の平均値２３２３２３２３。ｒは 4％２４２４２４２４と仮定する）。 

こうして 

 

  

                      (3.6)    

という式が導かれる。 

このとき(3.1)のように、 

  
 
 
がプラスならば、無限先の将来において依然として返済しきれない債務が残る。要するに、

将来的に見ても財政が破綻状態にあるため、改善していかなければならない地方自治体であ

ることがわかる。一方で(3.6)がマイナスであれば、その自治体の現状の財政は持続可能で

あると言える。 

 

今回用いるデータ２５２５２５２５の年度は 2005～2008 年を用いる。まずは、元利償還金の交付税措

置が行われている現在の状況で、既にどの程度の地方自治体が財政の持続可能性という指標

から財政破綻をきたしているのかどうかを試算した。なお、1997～2000 年度間のデータを

用いた都道府県レベルでの財政の持続可能性の試算は土居(2004)においてなされていたが、

より近年の 2005～2008 年度というデータ、そして市町村単位での財政の持続可能性の試算

は先行研究においてもなされていなかった。そのため土居(2004)の手法に当てはめながら独

自に試算を行ったため、順を追って説明する。 

 
① 2005～2008 年度の市町村(`08 年時 1777 団体)の基礎的財政収支(S
)を計算する 
② 2008 年度末の純債務残高(B0)を計算する 
③ ①②から、各市町村の基礎的財政収支(S*)と純債務残高(B*)を試算し、出てきたデー

タをそれぞれ(3.6)に当てはめる。 

 

ここでもし(3.6)式がプラスであれば、それは現在の純債務を将来にわたって返済するこ

とが不可能であると言え、その地方自治体は財政破綻状態に陥っていると言える。マイナス

であれば財政は持続可能だということになる。今回 783 の都市と、994 の町村に対して試

算した結果は以下の(表 3-1)のようになった。 

 

 

                                                      
２３２３２３２３ 財政の持続可能性によってグループ分けを行う際に、単発的な収支変動の影響を抑えるため。 

２４２４２４２４ 利子率を４％と仮定した理由としては長期国債の利子率がおよそ２～３％程度であり、そこに地方債のリスクプレ

ミアムを１％として合計４％程度が長期の地方債利子率となる（土居（2004）） 

２５２５２５２５求めるために必要な数値は公開されている資料(市町村別決算状況調)からデータを収集し、試算を行う 
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(表 3-1)地方債の元利償還金交付税措置撤廃前の市町村のグループ分け 

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第 2222 項項項項    交付税措置撤廃後の市町村財政の持続可能性交付税措置撤廃後の市町村財政の持続可能性交付税措置撤廃後の市町村財政の持続可能性交付税措置撤廃後の市町村財政の持続可能性    

のののの推定推定推定推定 

第 1 項では、交付税措置撤廃前の市町村について財政の持続可能性を試算したが、本項

では交付税措置を撤廃した後の市町村について財政の持続可能性を推定する。つまり、本項

の試算結果こそが、現在の市町村の真の「財政の持続可能性」だといえる。 

 

元利償還金の交付税措置を撤廃するということは税収(歳入)の減少につながり、ひいては

債務返済のための財源が失われるということを意味する。よって、最も求めるべき値は下記

の(3.7)のように歳入総額から元利償還金の交付税措置額をも差し引いて試算する各市町村

の財政の持続可能性である。交付税措置額を除いたときに、それでも財政が持続可能である

ならばそれを「持続可能グループ」と分類する。一方で、財政破綻状況を抜け出すためには

なんらかの処置２６２６２６２６を必要とする地方自治体を「持続不可能グループ」と分類する。それで

は、交付税措置撤廃を反映した基礎的財政収支の定義式は次の通りである。 

 

基礎的財政収支＝(歳入総額－地方債－繰入金)－交付税措置額－ 

              (歳出総額－公債費－積立金－前年度繰上充当金）(3.7) 

 

それ以外の計算手順は基本的には同じだが、今回使用した「各市町村単位」の交付税措置

額のデータは基本的には情報開示されていない。そのため入手可能なデータ２７２７２７２７から類推し

たものを使用したが、その類推方法は第 2 章第 2 項(2.1)のとおりである。 

これを全国 1777 市町村全てに対して行ったうえで、その数値を用いて(3.7)を計算し、上

記の①～③の手順で計算を行った。その結果は以下の(表 3-2)の様になった。 

 
(表 3-2)地方債の元利償還金交付税措置撤廃後の市町村のグループ分け 

 

 

 

 

 

                                                      
２６２６２６２６ 第 5 章で具体的な処置に関して言及する 

２７２７２７２７ 求めるために必要な数値は公開されている資料(市町村別決算状況調、地方債年報)からデータを得た 

  持続不可能グループ 持続可能グループ 

市  288 団体 495 団体 

町村  558 団体 436 団体 

合計 846 団体 931 団体 

 

 持続不可能グループ 持続可能グループ 

市 39 団体 744 団体 

町村 57 団体 937 団体 

合計 96 団体 1681 団体 
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以上より、持続可能グループには 931 の市町村が分類され、持続不可能グループである(財

政破綻状態にあると定義される)市町村の数はそれぞれ以下のように撤廃前に比べて増加し

た。 

     市：288 団体(←撤廃前 39 団体)  町村：558 団体(←撤廃前 57 団体) 

    

    

第第第第 3333 項項項項    各グループへの政策の方向性各グループへの政策の方向性各グループへの政策の方向性各グループへの政策の方向性    

これまで説明してきたように、我々は財政の持続可能性という基準に基づき、全国 1777

市町村を 2 つのグループに分類した。一方は交付税措置撤廃後、債務の自主返済能力があ

る「持続可能グループ」、もう一方は債務の自主返済能力がない「持続不可能グループ」で

ある。 

 持続可能グループの市町村は財政力に見合った財政政策を行っているといえるため、この

グループの市町村にはさらなる地方債発行の裁量をあたえるような政策をとる。一方、持続

不可能グループに対しては、債務返済能力が乏しいために原則的には財政の引き締め政策を

行っていくが、それぞれの市町村の財政力の弱さに応じて補助金や交付金による補填も行っ

ていく。具体的には、持続不可能グループをさらに「標準的な歳出規模」という基準で 2

つに分類し、補填を行うか行わないか決定する。 

 これを踏まえて、以後の章において各グループに対する具体的な政策について説明してい

く。 

 

 以下の図(3.1)がグループ分けの概要である。なお、持続不可能グループのさらなる分類

に関しては、第 5 章において述べる。 
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図 3.1  財政の持続可能性によって分けられる 2 グループ構造 
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第4章 財政持続可能グループへの財政持続可能グループへの財政持続可能グループへの財政持続可能グループへの

政策案政策案政策案政策案    

第第第第1111節節節節    起債の自由化拡大と新たな財政改善イン起債の自由化拡大と新たな財政改善イン起債の自由化拡大と新たな財政改善イン起債の自由化拡大と新たな財政改善イン

センティブセンティブセンティブセンティブ    
 

本章では、財政持続可能グループについて書く。これらの市町村は、元利償還金の交付税

措置がない場合にも債務を蓄積しない健全な財政運営を達成している。したがって、起債に

関しては市町村にある程度の裁量を持たせるべきであるとするのが、本稿における認識であ

る。 

 

実際、近年の地方分権改革に関する議論においても、各市町村の地方債発行における裁量

を増やすべきであるとする議論がある。例えば、2006 年から 2007 年に総務省が定期的に

開催した地方分権 21 世紀ビジョン懇談会では、「地方債の発行について、地方の自主性に

委ねら」２８２８２８２８れるべきであるという考えの下、起債の完全自由化が主張されている。各市町

村にとって、地方債発行の自由を得ることは、事業の資金調達の幅を広げることを意味し、

大きなメリットとなりうる。 

この 21 世紀ビジョン懇談会では、起債の自由化の詳しい定義や具体的な導入方法につい

ては触れられていない。一方本稿では、交付税措置の撤廃と、財政の持続可能性に基づくグ

ループ分けにより、起債の自由化を促進する下地を整えることができたと考える。なぜなら、

起債の自由化の具体策についての議論が現状で進展がない原因は、財政力が弱い自治体が起

債の自由化によって規律なく地方債を乱発することに対する懸念があったためである。本稿

ではそのような自治体を、財政の持続可能性という新基準の導入によって、財政運営が健全

な市町村と区別することができた。それを受けて、持続可能な市町村に対して地方債の自由

化を推進できると考える。 

 

本章では、持続可能グループにしかるべき新たな裁量を与えるとともに、そのグループに

留まることへの正のインセンティブを導入することを目的として、起債の自由化を提案す

る。起債の自由化とは、起債対象事業の拡大と、地方債協議制度の廃止の 2 つを意味し、

本章ではそれぞれを具体的に説明する。 

さらに、本章で持続可能グループへの起債の自由化による正のインセンティブと、次章で

提案する持続不可能市町村への起債制限という負のインセンティブにより、常に市町村が持

続可能グループに留まろうとする持続的な新しい地方債制度が構築されると考える。 

                                                      
２８２８２８２８ 『地方分権 21 世紀ビジョン懇談会報告書』

(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/pdf/060703_1.pdf) 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 28

 

第第第第2222節節節節    起債許可事業の拡大起債許可事業の拡大起債許可事業の拡大起債許可事業の拡大    
 

第 1 章でも述べたように、地方債発行の意義は世代間の公平性である。それに基づき、

各市町村が地方債を財源の一部に充てることができる事業は、地方財政法第 5 条により定

められている。政府は各市町村がこれを遵守して地方債を起債している、あるいは監査して

いるのが現状である。 

ただし、我々は、政府による起債対象事業の認定方法は必ずしも正しいとは言えないと考

える。なぜなら、現在許可されている事業の他にも、様々な事業が見方によっては将来の便

益につながるからである。このように、「将来に便益があるか」ということに対して、政府

が設ける基準が絶対的に正しいと断言できるわけではない。よって、その基準設定は市町村

内の状況をより把握している市町村に任せ、財政の持続可能性を担保する限り、事業を限定

せず起債を許可すべきである。 

起債許可事業を拡大するのは、市町村にとって必要に応じて機動的な発行が可能になり大

きなメリットとなる。 

 

 

第第第第 1111 項項項項    国と地方の起債許可事業の認識の乖離国と地方の起債許可事業の認識の乖離国と地方の起債許可事業の認識の乖離国と地方の起債許可事業の認識の乖離    

具体的な現状の問題点として、起債許可事業の解釈に関して国と地方で乖離が生まれるこ

とがある。地方債発行事業の概要については、地方財政法においてまとめられているのみで、

詳細が定義されているわけではない。これにより、政府と市町村で起債対象事業の認識に違

いが生じる恐れがあり、それが市町村の行政の妨げになっている。 

 

具体的に問題となった代表的なケースとして、2006 年から 2007 年にかけての滋賀県栗

東市の南びわ湖駅の建設に関する起債差し止め訴訟がある。概要は以下のようである。 

南びわ湖駅は栗東市に東海道新幹線の新しい停車駅として建設予定であった。新駅建設の

ためには、運転中の新幹線を迂回させるための仮線建設が必要であった。市議会は、その費

用を地方債で充当すると議会で決定した。しかし、2006 年、地域住民らが起債の差し止め

訴訟を起こし、大津地裁、大阪高裁ともに、仮線工事は JR 東日本の資産の工事であり、起

債対象にはならないとして、差し止め判決を下した。2007 年に最高裁が栗東市側の上告を

棄却したため、起債は差し止めとなった。これにより、栗東市は工事のための財源確保が困

難になり、1994 年から計画されていた南びわ湖駅の建設は事実上凍結となった。この事業

凍結により、栗東市によると市は 150 億円余りの損害を被った。また、滋賀県も栗東市に

16 億円の補償金を交付を行ったほか、凍結により 47 億円の借入金の返済が困難になった市

土地開発公社には 40 億円の貸し付けを行った。 

この起債は、滋賀市の議会の承認を得ることができなかった非同意債であり、栗東市は交

付税措置をされなくても起債しようという意図であった。また、南びわ湖駅を建設すべきか

否かというのはまた別の議論であり、ここでは起債対象事業に、国と栗東市で認識の乖離が

あったことが論点であることに着目したい。 
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ここから考察するには、地方財政法第 5 条を見直し、起債する事業の選択が市町村に任

せられるようになれば、このケースのように地方が起債決定した対象事業が裁判などにより

棄却され、損害を被ることを防ぐことができると言える。 

第第第第3333節節節節    起債協議制度の廃止起債協議制度の廃止起債協議制度の廃止起債協議制度の廃止    
 

地方債の協議制度とは、第 1 章で説明したように、市町村２９２９２９２９が地方債を発行する際には

都道府県知事と協議をする必要がある制度のことである。これにより、市町村は都道府県知

事との協議を行わなければならないため、資金が必要な時に迅速な起債を行うのは難しい。

また、協議のための準備時間や人件費などの機会費用を考えると、各市町村は事業毎ではな

く、複数の事業分の地方債発行をまとめて行う。これにより、各市町村は現実的に毎年数回

しか起債できない。 

しかし、協議制を廃止し、地方債を発行する際の政府との交渉が必要でなくなると、事業

のための起債が速やかに行え、行政のスピードが増すといえる。この行政の迅速性は、地域

住民の支持を得るための重要な要素である。持続可能グループに所属する地方自治体にとっ

ては持続可能グループに留まることを望む強いインセンティブになる。 

 

本章では、持続可能グループに対する政策について考案した。持続可能グループの自治体

は健全な財政運営を行っているため、地方債発行の責任を自身でとることができる。したが

って、より多くの裁量を与えることが可能であり、与えるべきともいえる。起債の自由化拡

大は市町村のメリットを内包した制度として提案できる。上記 2 点のような起債の自由化

が達成されることにより、各市町村は常に財政改善のインセンティブを持ち、地方全体の財

政運営の健全化につながるであろう。 

 

 

                                                      
２９２９２９２９ 本章は市町村に対する政策案であるため、都道府県については第 1 章第 3 節を参照されたい。 
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第5章 財政持続不可能グループへ財政持続不可能グループへ財政持続不可能グループへ財政持続不可能グループへ

の政策案の政策案の政策案の政策案    

第第第第1111節節節節    前提前提前提前提    
 

ここでは、財政持続不可能グループに対する具体的な政策について論じたい。まず、財政

持続不可能グループの定義とは財政の持続可能性が負である市町村、すなわち将来的に財政

破綻する恐れがある市町村のことを指す。ここでは持続不可能グループに対して、財政を引

き締める政策を示す。財政の悪化原因は、地方債を乱発することで歳出を無駄に増加させて

いるからであると考えられる。そこで、本節では人口・面積・老年人口比率を用いて「標準

的な歳出規模」を定義した上で算出し、交付税措置額と地方債収入を引いた歳入と比較する。

その上で標準的な歳出規模よりも元利償還金の交付税措置額抜きの歳入が上回る自治体を

「持続不可能の上」、歳入が下回る自治体を「持続不可能の下」と定義して、それぞれ財政力

に応じた政策を行う。 

第第第第2222節節節節    標準的な歳出規模の算出標準的な歳出規模の算出標準的な歳出規模の算出標準的な歳出規模の算出    
 

 

第第第第 1111 項項項項    先行論文の整理先行論文の整理先行論文の整理先行論文の整理    

この節では、先行研究をもとに市町村ごとの標準的な歳出に関する回帰モデルの分析方法

について検討する。本章では、人口とその２乗、面積とその２乗、老年人口比率を用いて、

それらの説明変数が市町村歳出にどのような影響を及ぼすかについて検証をする。 

人口規模と歳入についての先行研究としては吉村(1998)がある。ここでは、全国の市につ

いて人口当たりの歳入額を求めている。市町村の一人当たりの歳出を被説明変数、人口 

とその２乗を説明変数とする回帰式を求めている。ただし、人口だけでは標準的な歳出は求

められない。なぜなら、面積が広いほど公共施設や環境整備などに資金がかかるからである。

そこで、人口のみならず面積も説明変数に用いるとする。 

 さらに、人口の 2 乗、面積の 2 乗も説明変数に加える。これらの説明変数を導入する意

味は、人口、面積が一定の大きさを超えた際に、それらが増加するにしたがって、歳出も増

加するということを意味している。 

 林(2004)では、1995 年の 2564 町村データを対象に、被説明変数を一人当たりの歳出額、

説明変数を人口と面積として回帰分析を行っている。サンプル数の多さにも関わらず 2 変
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数のみで回帰させているが、決定係数は 0.9993 と高く、小規模自治体の歳出変動が人口と

面積で十分説明可能だと示している。しかし、人口と面積で歳出が定まるとは考えにくい。

なぜならば老年人口比率が高いほど社会保障費の負担が増大し、歳出増加につながるからで

ある。 

 田中ら(1999)によれば、老年人口比率と社会保障給付率には高い相関があるという。スウ

ェーデンとアメリカのデータを用いて被説明変数を給付費比、説明変数を老年人口比率と

し、回帰分析を行っている。決定係数はスウェーデンが 0.9958、アメリカが 0.9983 となっ

ており非常に高い相関があるといえる。国によって社会保障制度は若干異なるものの、日本

では介護保険制度が 2000 年に導入されたことで、保険者が市町村・特別区となり負担の一

部を担うようになった。したがって、市町村の社会保障費負担も老年人口比率の上昇に伴う

ことで増大するといえる。 

 以上の先行研究を踏まえた上で、本稿の分析では人口、人口の 2 乗、面積、面積の 2 乗、

老年人口比率を用いて分析を行う。先行研究では合併効果による歳出削減効果についての分

析であるために、1 人当たりの歳出を用いているが、本稿では持続不可能グループの歳出が

過多かどうかでグループ分けをするために標準的な歳出規模を求めるために全体の歳出額

を被説明変数とする。 

 また、標準的な歳出規模を回帰分析で求める際には、市・町・村別に行う。市町村全ての

データで分析を行ってしまうと、人口の乖離が大きいために正しい分析ができないと判断し

たためである。このようにして、回帰分析を行う。なお、吉村(1998)の先行研究に倣い、

OLS で分析を行う。 

 

 

第第第第 2222 項項項項    回帰分析の式の設定回帰分析の式の設定回帰分析の式の設定回帰分析の式の設定    

 以上の考察から、標準的な歳出規模を求める式を次のように置く。 

 

 

    
    
    
    
    
    
データに関しては、全市町村 1777 のデータを用いる。人口、面積、65 歳以上人口は 2005

年から 2007 年までの 3 年分のデータの平均値を用いる。財政力指数が 3 年分のデータ平均

を用いて算出されているために、それを基に 3 年と設定した。また、2005 年に起点を置い

た理由としては、市町村合併が進行していた時期であるためである。このようにして、安定

した制度設計を市町村が行えるようにする。 Microsoft 数式 3.0

 

データの出典 

    
    
    

変数 出典 年度
　歳出 (単位:千円) 『市町村決算状況調』 2005-2007
　人口 (単位:人) 『住民基本台帳に基づく全国人口・世帯数表』 2005-2007
　面積 (単位:km2) 『全国都道府県市町村別面積調』 2005-2007
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第第第第 3333 項項項項    分析結果分析結果分析結果分析結果    
(2)で示した推計式を用いて、市町村それぞれの標準的な歳出規模の算定式を推計する。

2005 年から 2007 年の平均をとった上でクロスセクションデータを用いて分析をした結果

は以下の通りである。 

 

 

(a) 市(自治体数 783)の分析結果 

面積、面積の 2 乗以外の t 値はいずれも有意水準 5％未満で有意な結果を示している。ま

た自由度修正済み決定係数は 0.922 であり、推定式の説明力に問題はないと言える。 

いずれの説明変数も正の相関を持っていると言える。 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
(b) 町(自治体数 802)の分析結果 

すべての説明変数の t 値がいずれも有意水準 5％未満で有意な結果を示している。自由度

修正済み決定係数も 0.667 であり、町においても推定式の説明力に問題はないと言える。 
いずれの説明変数も正の相関を持っていると言える。 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

回帰統計
重相関 R 0.96
重決定 R2 0.92
補正 R2 0.92
標準誤差 29024700.6
観測数 783

係数 標準誤差 t P-値
切片 -30299339 4602974 -6.58256 8.5054E-11
人口 385.900933 9.115541 42.3344 5.709E-204
人口の2乗 1.3103E-05 3.75E-06 3.493179 0.0005043
面積 70.3350668 409.8278 0.171621 0.86378015
面積の2乗 -0.0007007 0.001596 -0.43914 0.66068519
老年人口比率 107188438 17503993 6.123656 1.4511E-09

 

回帰統計
重相関 R 0.82
重決定 R2 0.66
補正 R2 0.66
標準誤差 1548822.07
観測数 802

係数 標準誤差 t P-値
切片 -1918734.7 399690.7 -4.80055 1.89E-06
人口 401.55515 21.22211 18.92155 3.2066E-66
人口の2乗 -0.0030907 0.000472 -6.54739 1.0491E-10
面積 6845.25781 735.7619 9.303632 1.2834E-19
面積の2乗 -2.1568129 0.760003 -2.8379 0.00465667
老年人口比率 7762272.8 1047412 7.410905 3.208E-13
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(c)村(自治体数 192)の分析結果 

 面積の 2 乗、老年人口比率以外の説明変数はいずれも有意水準 5％未満で有意な結果を示

している。自由度修正済み決定係数は 0.695 であり、村においても推定式の説明力に問題

はないと言える。 

いずれの説明変数も正の相関性を持っていると言える。 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
以上の分析で求められた係数を用いて標準的な歳出規模の算出を行う。まず標準的な歳出規

模を P とおく。その上で 2008 年度の元利償還金交付税措置額と地方債収入を除いた歳入額

を Q とおき、P と Q を比較することでグループ分けをする。 

(i)P＜Q の場合、歳入がある程度多いために、歳出が過大である可能性が示唆される。そこ

で歳出を標準的な歳出規模まで近づけていく政策が必要になる。そして持続可能グループへ

の移行を促していく。この集合を「持続不可能の上」と定義する。 

(ii)P＞Q の場合、歳入が標準的な歳出規模に届いていないために、最低限の歳入が確保でき

ていないということになる。そこでこの集合を「持続不可能の下」とし、政府から補助金を

補填するとともに、歳入増加あるいは無駄な経費を削減させる引き締め政策を行っていく。 

このように持続不可能グループをさらに二つに分けると以下のような結果になった。 

 

 

 

(a) 市町村計 持続不可能グループの分類（自治体数 846） 

    
 

 

(b) 市の持続不可能グループ(自治体数 288) 

        
 

 

(c) 町の持続不可能グループ(自治体数 490) 

    
    

回帰統計
重相関 R 0.84
重決定 R2 0.7
補正 R2 0.7
標準誤差 1117110
観測数 192

係数 標準誤差 t P-値
切片 1251390 446750.2 2.801096 0.005631
人口 349.3605 35.43797 9.858366 1.04E-18
人口の2乗 -0.00205 0.000788 -2.59777 0.010134
面積 5024.616 1896.875 2.648892 0.00877
面積の2乗 -3.6339 3.651993 -0.99505 0.321006
老年人口比率 -576903 1212803 -0.47568 0.634863

 

持続不可能の上 持続不可能の下

84団体 204団体
 

持続不可能の上 持続不可能の下
159団体 331団体
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(d) 村の持続不可能グループ(自治体数 66) 

    
                
以上のように分類し、持続不可能の上・持続不可能の下に対して別々の政策を導入する。 

第第第第3333節節節節    財政持続不可能グループへの政策財政持続不可能グループへの政策財政持続不可能グループへの政策財政持続不可能グループへの政策    
 

(1) 「持続不可能の上」・「持続不可能の下」に対する共通政策 

持続不可能グループは債務返済能力に乏しく、将来的に財政破綻する懸念がある。現行の地

方債発行制度に関しては、第 1 章で述べた通り、実質公債費比率が 18%以上になれば許可制度、

未満であれば協議制度が用いられており地方債発行の基準が甘くなっている。2008 年に地方財

政健全化法が実施に移されているものの、早期健全化基準が導入されるのみで地方債の無駄な乱

発を阻止しているわけではない。 

そこで持続不可能グループについては起債許可制度と同様のメカニズムを採用し、発行許可

の基準をさらに厳格にする。具体的には、基礎的財政収支が正であれば地方債の発行を申請した

場合に発行を許可し、負であれば地方債の発行を許可しないというものである。基礎的財政収支

が正になれば、その分を債務の返済に充てることができるからである。ただし、基礎的財政収支

が負であっても例外的に地方債発行を認める場合がある。具体的には、ナショナル・ミニマムが

保証されない場合や、将来に必ず便益が及ぶと認められる場合である。その際は厳格に審議を行

った上で、地方債発行を認めることとする。このように、基礎的財政収支が負の場合は地方債が

発行できなくなるために、持続不可能グループは財政改善を行わざるを得なくなる。また、基礎

的財政収支が正であっても地方債発行に大きな制約が生じる。そこで歳出の削減あるいは歳入の

増加努力を行い財政の持続可能性を正にすることで、自由に起債が可能である持続可能グループ

への移行を促すことができる。 

 

(2) 持続不可能の下への政策 

持続不可能の下に関しては、基礎的財政収支を許可基準とする地方債発行制度の導入ととも

に、交付金の形で財政移転を行う。これに属する市町村は最低限の歳入を確保できていないから

である。直近 3 年分の平均データを用いて算出した標準的な歳出規模と本年度の歳入の差額分

を補填する。ここでは、2005 年から 2007 年の 3 年分のデータにより求めた標準的な歳出額と

2008 年の歳入を比較する。なお、歳入からは元利償還金交付税措置額と地方債収入を引いた分

で補填額の算出を行う。 

つまり、 

 

補填額＝ P(標準的な歳出規模)- Q(歳入-元利償還金交付税措置額-地方債収入) 

                                  となる。 

(a) 市における持続不可能の下への補填 

市における持続不可能の下である自治体は 204 自治体存在する。204 自治体の補填額の総

額は、3 兆 5150 億円となった。 

(b) 町における持続不可能の下への補填 

町における持続不可能の下である自治体は 331 自治体存在する。331 自治体の補填額の総

額は、4101 億円となった。 

(c) 村における持続不可能の下への補填  

持続不可能の上 持続不可能の下

16団体 50団体
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村における持続不可能の下である自治体は 50 自治体存在する。50 自治体の補填額の総額

は、350 億円となった。 

(d) 歳出削減効果 

以上より、持続不可能の下に属する 585 自治体に対して合計 3 兆 9601 億円の補填を行う。 

元利償還金交付税措置額の全市町村合計は 4 兆 9657 億円であり、この政策を通して 1 兆 56 億

円の削減が期待できることがわかった 

第第第第4444節節節節    まとめまとめまとめまとめ    
 

以上、第 5 章では財政持続不可能グループに対する政策について論じた。まず「標準的な歳

出規模」という歳出算定基準を設定し、市町村にとって標準的な歳出額を算定した。その上で標

準的な歳出額と 2008 年の歳入から交付税措置額と地方債収入を引いた額を比較し、差額が正の

集合体を「持続不可能の上」、負の集合体を「持続不可能の下」と定義した。 

持続不可能グループ全体に対しては、地方債発行の基準を許可制度にし、さらに許可基準を基礎

的財政収支と厳格にする引き締め政策を取る。この政策により、持続不可能グループが歳出を削

減あるいは歳入を増加させる財政改善インセンティブが働く。また、「持続不可能の下」には、

引き締め政策とともに交付金による補填を行う。「持続不可能の下」への補填額は 3 兆 9601 億

円となる。一方で、2008 年の地方債元利償還金交付税措置額の総額は 4 兆 9657 億円であるこ

とから、その差額の１兆 56 億円を政府の支出から削減することができる。 

 このような政策を取ることで、財政持続可能グループへの移行を促し、自立した運営の足がか

りとしていく。 
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第6章 政策提言政策提言政策提言政策提言    

地方自治体の政府からの自立に向けて、財政力に見合った地方債発行が行われるためには

どのような政策を行う必要があるかをこれまでの章で見てきた。本章ではこれらの政策をま

とめ、政策提言とする。 

 

 

 

政策提言Ⅰ. 地方債の元利償還金の交付税措置の撤廃 

交付税措置は、地方自治体の財政力を無視し、政府頼みの地方債発行を可能にしている。

そこで、地方自治体の政府への依存状態を改善する第一歩として、地方債の元利償還金の交

付税措置の撤廃を提言する。 

 

 

政策提言Ⅱ. 財政の持続可能性による 2 グループ制の導入 

 本来、債務である地方債の発行は、地方自治体が返済能力を持つ場合にのみ行われるべき

であるといえる。そこで、地方自治体の債務の自主返済能力の有無を示す指標として「財政

の持続可能性」を設ける。その財政の持続可能性があるか否かという基準によって、全 1777

市町村を「財政持続可能グループ」－財政の持続可能性が正－と「財政持続不可能グループ」

－財政の持続可能性が負－に分類する。つまり、財政の持続可能性に基づく 2 グループ制

の導入を提言する。さらに、各グループに対して行うべき政策は以下のようである。 

ⅰ－財政持続可能グループ 

 財政の持続可能性があり、起債の責任を自己で取れるため、起債の自由化を提案する。起

債許可事業の拡大及び起債協議制度の廃止によって、地方自治体の起債時の裁量を与える。 

ⅱ－財政持続不可能グループ 

 財政の持続可能性がなく財政破綻の恐れがあるため、財政の持続可能性を高めさせる政策

を提案する。具体的には、起債の制限を行う。さらに、標準的な歳出規模を算出した上でグ

ループ内の地方自治体を「持続不可能の上」・「持続不可能の下」に分類し、「持続不可能の

下」については歳入の補填を行う。 

 

 

以上の 2 点を政策提言とする。 

 

 

政策の実現可能性 

 

本稿の提言は、上述したように 2 段階に政策を提言している。特に、この政策の実現性

を高めている点は、交付税措置の撤廃後に財政の持続可能性がなくなった地方自治体へ歳入

補填する際に、対象範囲及び補填額を最小限にし、効率性をもって行っていることである。 
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本稿では地方自治体の地方債発行の在り方に対して提言を行ってきた。この政策を導入す

ることで、地方自治体が自身の財政力に見合った地方債発行を行うメカニズムが構築され

る。これは地方自治体の財政面での自立につながるといえるだろう。 
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