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要約 

本稿の目的は、人口減少社会に対応した、持続可能な地方財政制度を構築することであ

る。日本全体の人口減少が進行している中で、東京都に人口が集中している現状は、地方

における人口減少と高齢化の同時進行をより深刻なものとする。地方における少子化と高

齢化の同時進行は、住民の行政サービスへの依存度を高めるのと同時に、必要な財源を自

前で賄うことがより困難になることを意味する。 

地方自治体の財源不足を補う財政制度として、地方交付税制度が存在している。しかし

ながら、地方における受益と負担のギャップの拡大、そして交付税の財源である国税五税

の多くを賄う東京都も、将来的に人口が減少していくことを考慮すると、現状の地方交付

税制度では将来的な持続可能性に問題がある。そこで、本稿では地方交付税制度の機能と

問題点を提示し、都道府県、市町村レベルでの基準財政需要額と収入額の推定と、普通交

付税の財源である国税五税の推定結果を用いて必要な普通交付税額の将来シミュレーショ

ンを行うことによって、現行の地方交付税制度の限界を示した。推定とシミュレーション

の結果、現行の地方交付税制度のままでは需要を満たすだけの交付税額を維持することは

できず、将来的にも国民に適切な公共サービスを供給することは困難であることが明らか

となった。これを受け私たちは、地方交付税制度に代わる新たな制度を提言する。 

 本稿の意義は 3 点ある。1 つめは、独自の推定から将来シミュレーションをおこなうこ

とで、現行の地方交付税制度の持続可能性を定量的に明らかにしたことである。2 つめ

は、交付税制度の見直しにおいて、先行研究の中でも明確に示されていないナショナルミ

ニマムの設定を行い、国がナショナルミニマムとして必ず保障すべき部分と、課税自主権

によって自治体が創意工夫するインセンティブを与える仕組みという組み合わせを提言し

た点である。3 つめは、現行の交付税制度に内在するモラルハザードを、予算制約のハー

ド化という政策提言によって解消している点である。以上に取り上げた 3 点が、本稿の独

自性であり、貢献である。本稿の提言を導入することにより、国と地方の役割が明確にな

り、国民に対しより良い公共サービスを提供することが可能になると主張する。本稿の構

成は以下の通りである。 

第 1 章では、日本全体の人口減少と東京都に人口が集中する現状が引き起こす問題を明

らかにする。このことは、地方における税収の減少と公共サービスへの依存度が高まると

捉え、公共サービスを供給することは、地方財政と密接していることを示す。続く、第 2

章では人口減少社会と東京一極集中下における地方財政の現状を捉える。その上で、地方

交付税制度についての問題を明らかにする。 

第 3 章では、実際に地方交付税制度の持続可能性について、先行研究に基づき人口と高

齢化率を説明変数として推定を行い、それを用いて将来シミュレーションを行う。さら

に、地方交付税財源である国税五税収入についても将来的な収入額のシミュレーションを

行う。この結果として、現状の地方交付税制度が将来的に持続不可能であることを明らか

にする。 

 最後に第 4 章では、政策提言として持続不可能な地方交付税制度を廃止し、ナショナル

ミニマムの設定と課税自主権という新たな制度の構築を提言する。ナショナルミニマムを

設定することにより地方交付税の代わりとなる保障を与え、課税自主権を導入することで
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地域間競争のインセンティブを生み出す。このような新たな制度の導入により、国民に対

する適切な公共サービスを供給することが可能となる。 

 

キーワード：人口減少、地方交付税、持続可能性 
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はじめに 

2008 年、日本は人口減少社会に突入した。この人口減少はとりわけ地方部において深刻

な問題を引き起こしている。この問題が最も影響を及ぼすのが、地方行政の経済的機能の

役割を果たす地方財政である。実際に人口減少を契機にして、2010 年夕張市が日本初の財

政再生団体となった。現在でも、富津市などを筆頭に財政再生団体となる可能性を示唆さ

れている市町村は決して少なくない。このような現状を受けて私たちは、地方財政問題は

喫緊に解決すべき課題であると判断した。 

現在、ほとんどの自治体は自主財源である地方税で賄えず、国の財源である地方交付税

に依存し運営している。人口減少と高齢化が同時進行する地方部では、行政サービスへの

ニーズがますます高まる反面、自主財源はますます乏しくなる。地方自治体の税収と需要

のギャップを埋める現行の地方交付税制度の財源は国税五税の一定割合となっているが、

この国税五税の税収は東京都を中心とした都市部に偏在している。しかし、東京都をはじ

めとする都市部も、今後は人口減少が進行すると予想されている。つまり、人口減少社会

である日本は、地方交付税への依存度がますます高まる一方、その財源が減少していくと

いう困難な状況におかれていく。 

以上の問題意識・現状把握を受けて、本稿では、将来の地方交付税必要額とその財源と

なる国税五税のシミュレーションを行う。具体的には、都道府県・市町村レベルで基準財

政需要額と基準財政収入額の推定をおこない、推定結果を用いて、現状の地方財政制度に

おける必要な交付税額のシミュレーションをおこなう。それに加えて、交付税の財源であ

る国税五税収入の推定をおこない、推定結果を用いて国税五税収入の将来シミュレーショ

ンをおこなう。その結果として、必要な地方交付税は人口減少社会でも今後増大する一

方、そのために必要な地方交付税の財源である国税五税収入は人口減少の影響を受け、減

少していくことがシミュレーションから分かった。つまり、現行の地方交付税の持続可能

性に問題がある。さらには地方交付税制度にはモラルハザードなどの制度的問題点が存在

する。 

以上の分析から、私たちは地方交付税制度を廃止し、ナショナルミニマムを明確にし

た、ナショナルミニマムのみを保障する新制度の構築と地域間競争のインセンティブを与

える課税自主権の導入を提言する。 
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第1章  人口減少と公共サービスの

低下 

第1節 日本全体と地方の人口減少 
 

第 1目ベビーブーム2期の年間出生数は約 270万人、第 1目ベビーブーム期に誕生した子

どもが出産活動を行った第 2 目ベビーブーム期には約 200 万人の出生数があった。しか

し、その後出生数は緩やかに減少を続け、1984 年には 150 万人を割り込んだ。さらに、合

計特殊出生率3を見ると、第 1 目ベビーブーム期では 4.3 を超えていたが、1950 年以降急

激に低下した。1974 年に人口置換水準4である 2.08 を割り込む値となり、その後は微減を

続けている。少子化が進行する中で、ついに 2008 年には図表 1-1-1 でも示されているよ

うに総人口数が減少に転じ、人口減少社会に突入した。 

 

図表 1-1-1 日本の人口構造の推移 

出典： 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口・中位推計」（2012年） 

                                                      
2 ベビーブームとは、胎児の出生が一時的に急増する状態のことである。第 1 目ベビーブームは 1947 年
から 1949年、第 2目ベビーブームは 1971年から 1974年である。 

3 合計特殊出生率は、その年目の 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が
仮にその年目の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子どもの数に相当する。 

4 人口置換水準とは人口が将来に渡って、増加も減少もしない水準のことである。 
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総務省「国勢調査」（2010年）より筆者作成 

 日本全体で人口が減少する一方で、図表 1-1-2から分かるように、東京都は 1996年を境

に転入超過となり、現在でもこの状況は継続しており、総人口比で 10％を超えている。ま

た、東京都に社会移動する年代は図表 1-1-3で示した通り、生産年齢人口が約 9割を占め

ており、地方では生産年齢人口の減少と高齢化が進行している。実際に、図表 1-1-4で示

したように日本全体の人口減少の開始より先に地方では人口減少が進行していた。さらに、

都道府県全体の人口減少が起こる以前に全ての都道府県において生産年齢人口の減少が起

きていることも確認できた。また、現在までに人口減少が始まっている全ての道府県は既

に超高齢社会5を迎えている。 

 

図表 1-1-2 東京都の転入超過数 

出典:都総務局統計部「東京都統計年鑑」（2012年）より筆者作成 

 

図表 1-1-3 東京都への転入者割合 

 
出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」（2013年）より筆者作成 

  

                                                      
5 千葉県、大阪府、福岡県については、人口減少自体は始まっていないが高齢化率は 21%を超えている。 
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図表 1-1-4 地方における人口減少 

出典：「国勢調査 長期時系列データ」（2010年）より筆者作成 

  

地方の生産年齢人口の減少は納税者の減少を意味する。納税者の減少は地方税収の減少

に繋がる。一方で、図表 1-1-5で示すように、人口減少は歳出の低下と比例しない。その

理由として、人口が一定数いる以上、公共サービスを提供する必要があることが挙げられ

る。九州経済連合会(2013)は「人口密度の低い地域は、住民 1人当たりの行政コストが大

きい。本格的な人口減少・高齢社会を迎える今後、低密な市街地を抱える都市構造である

ほど、行政サービスの効率は低下する6」と述べている。人口減少社会では公共サービスを

行うにあたって、一人当たりの行政コストが増加するので、人口減少と歳出の低下は同時

に進行しないことが考えられる。また、高齢化の進行は一般的に公共サービスに対する依

存度の上昇7を意味し、これは地方の歳出の増大に繋がる。現在、地方において自主的に賄

うことができる財源である地方税と、必要とされる公共サービスの受益と負担の不均衡が

広がっている。このことは地方自治体が経済活動を行う上で必要不可欠な地方財政の悪化

を示唆している。目節では、人口減少と高齢化の同時進行する社会における公共サービス

の重要性について述べる。 

 

図表 1-1-5 人口減少県の人口と人口減少県の地方歳出の推移8 

出典：総務省「平成 14～24年度地方財政統計年報」より筆者作成 

 

                                                      
6 九州経済連合会(2013) 「人口減少・高齢化に対応した公共交通体系のあり方等」p.5より引用 
7 大塚・中井（2007）でも「少子高齢化の進展により福祉負担は増加する」と述べられている。 
8 図 1-1-4の人口減少県地域とは人口減少が開始されている道府県のことである。 

人口減少開始時期 都道府県

1980年代 青森県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県、長崎県、大分県、鹿児島県

1990年代 北海道、岩手県、福島県、新潟県、富山県、和歌山県、広島県、徳島県、香川県、佐賀県、熊本県、宮崎県

2000年代 宮城県、茨城県、群馬県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、奈良県

2010年 栃木県、静岡県、三重県、京都府、兵庫県、岡山県

まだ始まっていない 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、大阪府、福岡県、沖縄県
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第2節 人口減少社会における公共サービスの

重要性 
 

公共サービスは、一般的に市民社会に必要なサービスのうち市場に委ねるだけでは不足

しがちであるサービスや、公的に供給されることが望ましいサービスであると定義でき

る。前者は市場の価格メカニズムを通じて供給するよりも、政府が公共サービスとして供

給するほうが消費者の経済厚生を高めることが明らかな財やサービスであり、経済学的に

公共財や準公共財と言われる、非競合性と非排除性の性質を持つものである。上下水道、

図書館、教育、警察、消防などがこれに当たる。また、市場経済に委ねた場合、環境の悪

化や衛生状態の悪化などが外部不経済をもたらすおそれのあるものに関しても、公的に供

給されるケースが多い。例えば、ゴミの収集、処理などが挙げられる。一方で、公共財で

はない私的財の性質を持った財やサービスに関しても、公的に供給されているものは数多

く存在する。具体的には病院、福祉施設、保育所、コミュニティバスなどの財やサービス

がこれにあたる。 

公共サービスを供給するにあたって、長沼(2011)は「どのような地理的範囲の、どのよ

うな人々に、どのような質のサービスをどれだけ供給するかが問題9」と述べている。公共

サービスの供給に関する意思決定は、効率と公平の観点から、その便益が及ぶ地域の住民

によって行われるべきであるとされており、地方自治体が公共サービスの供給主体である

ことが望ましいとされている。 

しかし、公共サービスを供給するためには現在進行している人口減少は納税者の減少を

意味し、地方自治体での財源確保は困難となる。また、公共サービスは経済的弱者ほどそ

のサービスを利用すると考えられているため、その便益を受ける。経済的弱者とは例え

ば、所得が生み出せない高齢者などである。高齢者の増加は供給主体である地方財政を逼

迫する。現状および将来において地方自治体の公共サービスの重要性を増す。 

以上から、地方自治体が住民に公共サービスを提供することは今後重要であり、それと

密接に関係している地方財政が重要な意味を持つ。 

 

第3節 財政再建団体となった夕張市の事例 
 

前節では、公共サービスを地方自治体が供給する意味を述べ、また人口減少社会におけ

る公共サービスの重要性を述べた。本節では、その公共サービスを供給する上で必要な地

方の財源が減少することで起こる現象を夕張市の事例で考察する。 

夕張市はかつて炭鉱の街として栄えたが、エネルギー政策転換により炭鉱が閉山したこ

とで、雇用の場が激減した。それに伴い労働者が転出し、人口が急激に減少した。この人

口減少で夕張市は市税、及び地方交付税が大幅に減少した。さらに、これら歳入の減少に

対応した公共サービスの見直しも大きく立ち遅れる。しかし、地域振興のため多額の公債

費等をかけ、第 3セクターへの赤字補てんを続け、歳出規模は増大した。夕張市はさらに

不適切な会計処理を行ったことで、赤字決算を先送りにしてきたこともあり、赤字は増大

し続けた。ついに 2007年 3月に民間の企業では倒産に当たる財政再建団体となり、2010

年３月には全国でも初めて財政再生団体に移行した。 

                                                      
9 長沼進一(2011)『テキスト地方財政論 公共経済学的アプローチの可能性』勁草書房 p.41より引用 
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この財政再建団体となった夕張市は、「えんぴつ 1 本買うにも国にお伺いを立てる」と

揶揄されるように、国の管理のもと行政を行うこととなり、実質的な自治体破たんに陥っ

た。夕張市の提出した財政再建計画では実質赤字は 322 億円にも上り、これを解消するた

め大きく分けて「人件費の削減」「事務事業の見直し」「歳入の確保」の 3点を示した。 

この再建案は夕張市民の生活を大きく変えることとなる。歳入の確保として市税を上昇

させた。具体的な内容は、個人市民税均等割を 3,000 円から 3,500 円に引き上げ、軽自動

車税も 7,200 円から 10,800 円へ引き上げられた。さらに公共サービスの料金も軒並み値

上げされ、入湯税やごみ処理手数料も新設された。下水道使用料は 1,470 円から 2,440 円

へ引き上げられ、検診料は 100円から 500円へ引き上げられた10。 

このように、市民の負担は増加する一方で、公共サービスも削減される。集会場、公衆

便所、公園、小中学校などの施設は休・廃止された。小中学校の公立学校は計 9 校あった

が統合され、2 校になった。転校児童が不登校になった実態もある。また、降雪の多い北

海道であるが、除雪車を出動させる降雪基準も 10cm 以上から、15cm 以上に引き上げら

れ、診療所なども縮小された。縮小された一例として、腎臓病の患者は透析治療を受診で

きなくなり約 40km離れた隣町の病院まで通っている。 

夕張市の財政悪化は、「最高の費用で最低のサービス」と呼ばれる結果をもたらし、さ

らなる人口減少を招いた。この結果年々と人口は減少を続け、2013 年には１万人を切っ

た。 

夕張市の事例は炭鉱の閉山や、赤字隠しなどの特殊な事例はあったものの、人口減少が

引き起こした財政悪化により、更なる人口減少が起こったことは、他の地方自治体にとっ

ても他人事ではない。現在でも、富津市などを筆頭に財政危機に面している地方自治体は

多い。つまり、現在進行している地方における人口減少は、夕張市のような財政悪化と公

共サービスの低下を引き起こす可能性がある。さらには地方の人口減少の進行を促進する

悪循環を持つ。 

 

第4節 結語 
 

本章では、地方の人口減少は税収減少を引き起こすと捉えた。しかしながら、税収の減少

と公共サービスの需要量の減少は必ずしも比例しない。財政基盤が脆弱な自治体でも一定

程度の公共サービスを提供するために、地方交付税が存在しているが、人口減少が起きる

と、地方交付税も人口に依存するため減額される。そのため、人口減少に対応しきれずに

地方財政を運営すると、夕張市のように公共サービスの質の急激な低下と過度な費用負担

を住民に強いる結果となる。他の地方自治体も現在進行中の人口減少により、この現状と

なる可能性を示した。 

 

 

                                                      
10 夕張市財政再生計画概要より 
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第2章  交付税財源の偏在と地方財

政の現状 

 前章では、人口減少によって財源確保が困難になることを指摘した。本章では、人口減

少を迎える地方財政の現状を捉えた上で、地方交付税制度についての問題点を明らかに

し、制度の持続可能性についての問題提起を行う。 

第1節 地方財政システムと人口減少による財

政悪化 
 

 一国の人口や面積が大きくなると、行財政の運営を一括で行うことは困難になってく

る。それぞれが、その土地のニーズに合わせ、独立した行財政運営を行うことを目的とし

て地方自治体が設定されており、これらの自治体の財政を総称して地方財政とされてい

る。前章でも述べたように、地方財政の果たすべき役割は公共サービスの供給を中心とす

る資源配分機能11である。しかし、現状の地方自治体では、それぞれの地方における人口

減少と高齢化の進行によって、そのための財源確保を自力で達成している自治体は極めて

少ない。このような地方財政の歳入の実態を受けて、地方自治体は国から様々な形で財政

調整が行われている。 

 歳入の面から地方財政を捉えた時に、これらの財源区分を行う点は大きく分けて 2 つあ

げられる。１つ目は、財源がその地域の住民から徴収されたものであるかどうかである。

例えば、住民の負担である地方税は、その地方自治体にとっての自主財源である。その一

方で、国や外部から自治体に対して補われる資金は、依存財源として定義されている。2

つ目は、それぞれの資金の使途が限定されたものになっているかどうかである。地方交付

税のように使途が限定されておらず、自治体が自由にその支出を行えるものを一般財源と

いい、国庫支出金のように、資金を充当するべき事業が限定されているものを特定財源と

している。公共サービスは第 1 章で述べたように、各地方自治体によって把握された適切

な規模で供給されることが望ましい。そのため、使途が特定されてない一般財源は地方財

政にとって重要な役割を担う。目の図表 2-1-1 は、都道府県別歳入内訳の中から一般財源

について注目したものである。 

  

                                                      
11 非競合性と非排除性の公共財・公共サービスの性質を持つ財は政府の手によって供給されるのが望まし
い。 
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図表 2-1-1 都道府県別一般財源割合 

出典：総務省（2010）「都道府県別決算状況調」より筆者作成 

 

 図表 2-1-1 から各都道府県の自主財源に該当する地方税収割合は、一般財源歳入のおよ

そ 40%から 50%前後に留まり、残りの大部分を地方交付税に依存する形で財源の確保を

行っていることが読み取れる。さらに、地方税の偏在も明らかになっており、都道府県に

よっては地方税収の割合を上回る地方交付税割合が確認できる。以上のことから、現行の

地方自治体の歳入は、その自治体内で生み出される自主財源のみに終始せず、国からの依

存財源である地方交付税の役割によって賄われている部分が大きいことがわかる。 

 これまで日本は人口が増加し、経済成長率も右肩上がりの傾向にあった。しかし今日で

はそのような状況が一転し、特に地方では深刻な人口減少によって財源の確保が困難に

なっている。このような状況下において、多くの地方自治体が公共サービスを自力で提供

しきれておらず、現在では地方交付税を始めとする国からの再分配に依存することで自治

体を運営している。目節では、これらの財源である国税の偏在が現在の地方交付税制度に

対してどのような影響を与えるのかを示す。  
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第2節 国税財源の一極集中 
 

 前節では、人口減少が進行していく中で地方税のような自主財源だけでは、現状の公共

サービスの水準を維持しきれないことを指摘した。その中でも地方交付税は「国が地方に

代わって徴収する地方税」という再分配の側面から、これまで大きな役割を担ってきたと

考えられる。しかし、現在の傾向として確認できる東京都への税収の偏在によって、捉え

直さなければならない問題点も挙げられる。本節では、現状の地方財政と交付税財源の偏

在を地方交付税制度の持続可能性の観点から記述する。 

 地方交付税の財源は国税五税収入の一定割合12とされているが、この交付税財源は必ず

しも交付税分額と一致するわけではない。このようなことから、近年のように交付税財源

が不足している場合には、地方交付税を管理する特別会計の借り入れや、臨時的な地方債

の発行といった措置で対応されている状況である。また、国税の減収補填として交付税率

の変更が行われたことはあるものの、これまでに地方交付税法の規定13に基づいて、交付

税率が引き上げられたことはない。以下では図表 2-2-1 の都道府県別国税納税額の割合を

用いて、交付税財源の偏在の実態を捉える。 

 

図表 2-2-1 都道府県別・国税五税納税額割合 

出典：国税庁（2012）「都道府県別収納済額」より筆者作成 

 

 図 2-2-1からは、都道府県単位での国税納税額は東京都が全体の 36％を占めており、続

く大阪府の 9%、愛知県の 6%などに比べても圧倒的な割合の大きさであることが読み取れ

る。このことから、国税五税を最も納税している東京都が、実質的に地方交付税財源の多

くを賄っていると考えられる。 

 つまり、現行の地方財政システムは東京都への財源偏在に依存した地方交付税制度の上

に維持されていることになる。このような偏在は今後も安定的に交付税の財源である国税

が徴収できるのであれば、制度の持続可能性に問題を呈する必要はない。しかし、日本全

                                                      
12 国税五税の収入のうち所得税、酒税の 32%、法人税の 34%、たばこ税の 25%、消費税の 29.5%を交付
税率として地方交付税の財源に当てられている。 

13毎年度分として交付すべき普通交付税額が引き続き、地方自治体の財源不足額の合算額と著しく異なっ
た場合には、制度の改正、または交付税制度の変更を行うというもの。 
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体の人口が減少していく中で、現在、国内総人口割合の最も大きい東京都でさえ、実数と

しての規模は縮小していく傾向にある。 

 

図表 2-2-2 東京都将来人口の推移 

   出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）」 

 より筆者作成 

 

 図表 2-2-2 は、東京都の将来人口の推移の予測値を表したものである。東京都の人口は

2015 年までは上昇の傾向にあるが、それ以降は徐々に減少の角度が急になり、2035 年に

は 1,260 万人ほどまでに減少していくと示されている。このように現在、大きな人口の集

中が見られる東京都でさえも人口減少の波からは逃れられず、さらにこれに加えて高齢化

の懸念がある。私たちは、このような将来的に予測される問題を考慮した時に、現行制度

下における国税五税の東京への偏在は、地方交付税制度の持続可能性に大きな問題を与え

ると考えた。 

 これらの問題は特に地方自治体にとって、本来その土地で獲得できるはずの自主財源

を、人口移動とともに東京都に吸い上げられる縮図を作り出している。つまり、地方は結

果として東京都を中心に徴収された税源を再分配してもらわざるを得ないということであ

る。前述した公共サービスの供給と同様に、人口が増加し経済成長が著しい社会において

は、税源の集中も効率的な配分を実現する可能性がある。しかし日本全体の人口減少は既

に進行しており、図 2-2-2からは、東京都もこの問題に直面することが指摘できる。 

 また、将来的に深刻化する高齢化は、第 1章で取り上げたように公共サービスの依存度

を高めることを意味し、現在人口の多い東京都でさえ、自主財源の確保は現状よりも困難

になることが考えられる。以上のような観点から、実質的に東京都を税源とした地方交付

税制度は、持続可能性という点で大きな問題点を抱えている。目節では、改めて地方交付

税制度の本来の役割と、それ内在する制度的な問題点について記述する。  
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第3節 地方交付税制度の役割と問題点 
 

第1項 地方交付税の算定と配分 

 地方交付税法第１条では、それぞれの自治体が財源の均衡化をはかりながら、自主的に

行政運営を行うことを目的としており、自治体としての独立性を強化することが掲げられ

ている。また、基準財政需要額14や基準財政収入額15の算定を通じた、財源保障機能や財政

調整機能もこのような目的に基づくものである。交付額の算定は、基準財政需要額から基

準財政収入額を引く差額補填方式をとり、各地方自治体はその不足分の額を交付税として

受けとっている。また、収入額が需要額よりも大きい自治体は交付税を受け取らない不交

付団体と定義されている。 

 

図表 2-3-1 都道府県別差額補填方式による交付額 

出典：総務省(2010)「平成 22年度都道府県決算状況調」 

総務省(2010)「平成 22年度市町村別決算状況調」より筆者作成 

 

 図表 2-3-1 から 2010 年度時点で、不交付団体となっているのは市町村単位では都市圏

の自治体を中心とした 74 団体に留まり、その他の地域は交付団体である。このように不

交付団体は、全国 1,727 団体16の内の１割未満であることからも、ほとんどの自治体が、

地方交付税制度に大小なりとも依存していることがわかる。 

 

第2項 財源保障機能と財政調整機能 

 地方交付税は前述したように、国税を財源とし財源保障機能と財政調整機能に基づいて

交付されている。国による再分配機能の重要な目的の１つは全ての国民に最低限度の生活

                                                      
14 各自治体が標準的な行政を合理的水準で実施する際に必要な一般財源の額。 
15 各自治体が標準的な状態で徴収することができる一般財源の額。 
16 東京都特別区を除く 
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を保障することである。このような役割は交付税の中でも財源保障機能の部分がその役割

を担っており、国からそれぞれの地方自治体を通して住民に供給されている。 

 本来、財政システムが国という単一の政府だけによって運営されているものであるなら

ば、全国民に公共サービスを等しく供給することができるため、再分配は個人を対象に行

えばよい。しかし、住民の選好やニーズを的確に把握し、必要なサービスを供給するため

には、多段階の財政システムをとることが望ましいとされている。このように公共サービ

スの供給が国と地方によって行われている場合には、各地方自治体間に生じる財政力格差

を国からの再分配によって是正していく必要性が生まれる。以上のような理由から、国は

地方への補填を行うことで地方自治体が最低限のサービスを供給することを保障してい

る。 

 しかし、現在この最低限度の保障に関する観点は複雑化している。その１つには基本的

人権に関する解釈が、従来型の生存のために必要な最低限の所得を受け取るという生存権

から、健康で文化的な最低限度の生活を営むという生活権へと移行し、財源保障機能に

よって保障すべき範囲が拡大しつつある。このような実態を受けて、財源保障機能につい

てはその範囲を明確にすることが重要な課題であるとされている。 

 図表 2-1-1で示されていたように、日本には地域間での地方税収の偏在があることか

ら、仮に財源保障機能が存在しない場合には、財政力の低い自治体で最低限度のサービス

が供給されない恐れがある。しかし現在のように、ナショナルミニマム17として政府が供

給するサービスの範囲が曖昧であることの結果として、地方交付税額が引き上がるとも考

えられている。これらを踏まえて、誰がどの程度のサービスを最低限度として保障すべき

であるかを明らかにする必要がある。 

 地方交付税のもう１つの機能として、財政調整機能が挙げられる。これは財政力の低い

地方自治体に対し手厚く分配することで、公共サービスの供給水準を一定にする狙いがあ

る。すなわち、財政力の高い地域から財政力の低い地域に対する交付税としての分配であ

るという点で、実質的な地域間再分配としての役割を果たしている。このような再分配が

必要な理由には以下のような点が挙げられる。 

まず、地方自治体における人口のばらつきである。仮にそれぞれの自治体で全く同じ程

度の公共サービスを享受する場合、人口の偏在によって一人当たりの費用が大きく異なる

ことは明らかである。このように費用の負担額が自治体の人口規模によって左右されるこ

とは、受益と負担の原則に反しており、財政調整による格差の是正が妥当であるとされて

いる。また、この他の要因として考えられる地理的条件、賃金や物価水準といった経済的

な条件の差によって、公共サービスの供給費用に大きな差が生じることを防ぐためにも、

財政調整のための再分配が妥当であるとされてきた。 

しかし、このような財政上の不公平は、再分配機能がなくても改善されるという指摘が

できる。Tiebout(1956)の足による投票論18によれば、住民は明確な選好を持ち、自身に

とってより有利な自治体に移動する時、サービスの供給側である地方自治体間の競争を促

すとされている。このようなメカニズムが働く結果、財政上の不公平は必ずしも横並びの

状態では改善されないが、住民の厚生水準を引き上げる効率的な資源分配が達成される可

能性が示されている。 

 以上に示してきたように、財源保障機能と財政調整機能はいずれも財政力の弱い自治体

に対する財源移譲によって実現されるものであるが、その本来の役割は大きく異なる。財

源保障が最低限度という絶対的な指標を対象とするのに対し、財政調整は地域間の公平性
                                                      
17 国家が国民に対して保障する最低限の生活水準。日本においては、日本国憲法第 25 条で保障されてい
る生存権をその根拠としている。 

18 人々はそれぞれの選好を満たすために、地方間を自由に移動でき、地方政府の公共サービスや負担の大
きさについての情報を有していることを前提とする。このような仮定のもとで住民の選好にもっとも適
した地方が移動によって選ばれ、地方の公共サービスは最適に供給される。つまり、地方自治体間の競
争によって中央政府が行うよりも効率的な資源分配が実現する可能性を示唆している。 
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という相対的な問題を対象としている。林（2013）では「わが国の地方交付税制度は財政

調整機能にナショナルミニマムの確保という財源保障機能を同時に持たせている19」と示

されていることからも、地方交付税の交付の根拠に当たる両機能の線引きが必要である。

しかし、現行の地方交付税制度では、財源保障の範囲が不明瞭であるために財政調整が過

剰に行われているという問題点がある。このような問題が起こる要因として、地方自治体

が財政破綻に直面しても、国による救済が事後的に行われることを期待するため、財政運

営が非効率的になってしまうというソフトな予算制約の存在が指摘されている。国は地方

の最低限必要な予算を把握できないという情報の非対称性が存在するため、非効率な分配

になってしまっている。このことは、地方がただ乗りのインセンティブを持つため、地方

においてモラルハザードが発生する要因になるのである。 

第4節 結語 
 

 本章では、地方財政システムについて述べ、現状の地方自治体の財政運営の状況を明ら

かにした。その結果、地方財政は国からの依存財源である地方交付税によって賄われてい

ることが分かった。地方交付税制度は曖昧で不明瞭な点が多く、モラルハザードなどの問

題が存在する。さらに、地方交付税は国税五税の一定割合で賄われているが、国税五税収

入は東京都に一極集中している。つまり、現状の地方財政システムは東京一極集中のもと

成り立っている。しかしながら、東京都も将来的に人口減少していくことが予測されてい

るため、このまままの地方交付税額を獲得することは難しい。このことから、第 3 章では

地方交付税制度の持続可能性について実際にシミュレーションを用いて分析を行う。 

 

                                                      
19 林宜嗣(2013)『地方財政 新版』有斐閣ブックス p.206より引用 
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第3章  地方交付税の将来シミュ

レーション 

 前章では、地方財政における地方交付税の重要性や現状の地方交付税制度の持続可能性

について指摘した。本章では、将来的な地方交付税とその財源である国税五税はどのよう

に推移するのかシミュレーションによる分析を行う。 

 具体的には、まず人口減少と高齢化が進む中で地方自治体全体がどの程度地方交付税を

必要とするのか実証分析を行う。第 2 章でも述べたとおり、地方交付税の算定には、基準

財政需要額と基準財政収入額が用いられている。したがって、人口と高齢化率が基準財政

需要額や基準財政収入額に対してどの程度影響を及ぼすのか係数を推定し、その係数に将

来人口と将来の高齢化率を掛け合わせることでそれぞれのシミュレーションを行う。この

シミュレーションした基準財政需要額と基準財政収入額から将来における地方交付税額を

算定する。 

 目に、その地方交付税の財源となる国税五税収入額の将来予測についても実証分析を行

う。第 2 章でも述べたように、現在、国税五税は生産年齢人口が一極集中している東京都

中心に徴収され、その一部を地方交付税財源として使用している。しかし、東京都も人口

減少、および高齢化の進行は避けることができないことも同様に示されている。したがっ

て、国税五税も人口減少と高齢化の進行の影響を受けることから、基準財政需要額等のシ

ミュレーションと同様の方法でシミュレーションを行う。 

 最後に、将来の地方交付税の予測額とその財源の国税五税を比較することで、現行の地

方交付税制度が将来的に維持不可能であることを明らかにする。 

第1節 分析の方法 
 

 人口減少と高齢化の進行が、地方財政に与える影響の先行研究として赤井・竹本・深澤

(2008)が挙げられる。この先行研究では、本稿の分析の目的である人口減少と高齢化がど

の程度地方交付税に影響を与えているのかということを基準財政需要額と基準財政収入額

に分けて都道府県と市町村の両方から最小二乗法(OLS)による推定を行っている。結果と

して、都道府県と市町村の両方で一人当たりの歳出の増加、および地方交付税の増加によ

る一人当たり歳入の増加が示されている。しかし、その推定に用いられたデータは「平成

の大合併」以前の 2003 年度のデータであり、今よりも市町村の数が大きく異なってい

る。したがって、今回の地方交付税の分析では、2010 年度の都道府県と市町村20のデータ

を用いて OLS による推定を行い、将来の地方交付税の増減額をシミュレーションする。

また、先行研究にはなかったが、地方交付税の財源となる国税五税の収入額についても

OLSによる推定とシミュレーションを行う。 

                                                      
20 東京都特別区は除く 
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 今回の分析において推定する対象は、前述したように地方交付税の算定に用いる基準財

政需要額と基準財政収入額、および国税五税である。基準財政需要額とは、各自治体が標

準的な行政を行うために必要とする一般財源の額である。つまり、その自治体内において

必要な公共サービスの費用を表す。それに対して、基準財政収入額とは、各自治体が独自

に徴収することのできる一般財源の額である。つまり、その自治体自身で賄うことのでき

る公共サービスの費用を表す。すなわち、この基準財政需要額と基準財政収入額を人口と

高齢化率で分析することで、公共サービスの需要と供給に人口減少や高齢化の進行がどの

ような影響を与えるのか明らかにする。また、地方の財政だけでなく国の徴収額も同様の

影響を受けるのか、実証する。 

 続いて、推定に用いる変数の説明を行う。変数の設定には、先行研究の赤井・竹本・深

澤(2008)で用いられていた変数を参考にする。具体的には、都道府県別と市町村別で一人

当たり基準財政需要額と一人当たり基準財政収入額、国税五税額を求めるべき被説明変数

とし、人口と 65 歳以上人口比率(以下、高齢化率)、面積21を説明変数として用いる。ま

た、都道府県の一人当たり基準財政収入額は東京都が突出して高かった。したがって、本

分析ではダミー変数を用いる。 

 一人当たり基準財政需要額と一人当たり基準財政収入額は、総務省(2010)「平成 22 年

度都道府県決算状況調」と「平成 22 年度市町村別決算状況調」のデータを用いる22。国税

五税のデータは、国税庁(2010)「長期時系列データ」と「平成 22 年国税庁統計年報」を

用いる。また、地方交付税の財源となるのは、税収の一定比率であることから、所得税、

法人税、酒税は 32%、消費税は 29.5%、たばこ税は 25%と一定比率に則して計算し直して

いる。そして、説明変数として使われる人口と面積は総務省(2010)「平成 22 年度地方財

政統計年報」、高齢化率は総務省(2010)「平成 22 年国勢調査」を用いる。各変数の記述

統計量については、以下で示す。 

 

図表 3-1-1都道府県データの記述統計量 

            出典：総務省(2010)「都道府県決算状況調」 

総務省(2010)「国勢調査」筆者作成 

 

図表 3-1-2市町村データの記述統計量 

出典：総務省(2010)「市町村別決算状況調」 

総務省(2010)「国勢調査」筆者作成 

  

                                                      
 21 基準財政需要額の推定のみ用いる 。 

22 推定において東日本大震災の影響を排除するため、平成 22年度のデータを用いる。 

標本数 平均 標準偏差 最小 最大

一人当たり基準財政需要額(千円) 47 182.26 50.67 91.88 309.27

一人当たり基準財政収入額(千円) 47 73.64 9.53 54.83 117.40
人口(人) 47 2724624.51 2682175.17 588667 13159388
65歳人口比率(％) 47 24.55 2.63 17.37 29.56

面積(㎞²) 47 8041.49 11699.92 1876.53 83456.87

標本数 平均 標準偏差 最小 最大

一人当たり基準財政需要額(千円) 1727 298.53 217.30 111.66 2336.66
一人当たり基準財政収入額(千円) 1727 108.75 59.39 44.55 1323.23
人口(人) 1727 68970.27 180945.14 201 3688773
65歳人口比率(％) 1727 27.97 6.93 9.19 57.24

面積(㎞²) 1727 215.57 247.50 3.47 2177.67
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図表 3-1-3 国税五税データの記述統計量 

出典：国税庁(2010)「国税庁統計年報」 

総務省(2010)「国勢調査」筆者作成 

 

第2節 推定結果 
 

 基準財政需要額と基準財政収入額、国税 5 税の推定結果を図表 3-2-1 に示す。また、推

定に扱う数値は、すべて対数化したものである。 

 

図表 3-2-1 推定結果 

筆者独自に作成 

※１( )内は、t値を示す。 

※２ ***は 1％、**は 5%、*は 10%水準において有意であることを示す。 

 

 始めに、都道府県の一人当たり基準財政需要額と基準財政収入額の推定結果について見

る。推定した結果、都道府県において基準財政需要額は、使用したすべての変数が有意で

あった。それに対して、基準財政収入額は人口と東京都ダミーが有意であった。 

 具体的な変化を示す係数について言及していくと、まず基準財政需要額においては人口

のみ符号は負であり、それ以外の変数は正の値を示した。人口の符号が負の値を示したと

いうことは、人口が増加すると一人当たりのコストは減少するという規模の経済の効果が

標本数 平均 標準偏差 最小 最大

国税5税(千円) 47 261471784.15 727968371.33 22727470 4935604815
人口 47 2724624.51 2682175.17 588667 13159388
65歳人口比率(%) 47 24.55 2.63 17.36788515 29.55788161

面積(㎞²) 47 8041.49 11699.92 1876.53 83456.87

-0.276 *** 0.062 ** -0.310 *** -0.030 *** 1.291 ***

(-8.06) (2.58) (-68.29) (-5.19) (15.63)

0.576 ** -0.002 0.279 *** -0.408 *** -0.349

(2.24) (-0.01) (9.87) (-12.00) (-0.61)

0.066 * 0.157 ***

(1.98) (33.10)

0.364 ***

(3.69)

6.748 *** 3.400 *** 6.981 *** 6.283 *** 0.903

(6.10) (4.45) (59.44) (40.90) (0.33)

観測数

自由度修正済みR²

基準財政需要額 基準財政収入額

東京都ダミー

ln(人口)

ln(高齢化率)

ln(面積)

定数

47

0.811 0.437 0.868 0.078 0.905

国税5税

47 1727 1727 47

都道府県(一人当たり) 市町村(一人当たり)

基準財政需要額 基準財政収入額
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表れているということが考えられる。逆説的に考えれば、人口減少が進む現在では一人当

たりの公共サービスのコストが増大することを意味している。一方で、高齢化率と面積の

符号が正の値を示したことは一人当たりの公共サービスに対するコストの増加の要因であ

ることを示している。この理由は、高齢化の進行が公共サービスの依存度の上昇を意味し

ていることと面積が大きいほど公共サービスの供給範囲が拡大するということが考えられ

る。それに対して、基準財政収入額は人口と東京都ダミーが有意であり、符号は正の値を

示している。つまり、都道府県における財源徴収額の減少は、高齢化は大きな影響は与え

ず、人口減少による影響が大きいことを意味する。したがって、都道府県の基準財政需要

額と基準財政収入額の推定結果は正しいと判断できる。 

 目に、市町村単位の基準財政需要額と基準財政収入額の推定結果について見る。基準財

政需要額は変数すべてが有意であり、自由度修正済み決定係数も 0.868 と高い値を示し推

定結果の当てはまりが良いことを示している。また、係数の符号や大きさも都道府県と同

様の結果となった。つまり、市町村においても人口減少と高齢化の進行が一人当たりの基

準財政需要額の増大につながることが明らかになった。それに対して、基準財政収入額で

は、都道府県とは異なり人口と高齢化率において有意な結果が得られた。しかし、自由度

修正済み決定係数は、0.078 と極めて低く、人口の係数も‐0.03 という低い弾力性を示し

ている。自由度修正済み決定係数については、先行研究においても低い値が推定されてい

た。したがって、この数値のままシミュレーションに用いる。また、係数に関しては市町

村の税収に人口の増減があまり影響していないことを意味し、係数を比較しても人口減少

より高齢化の進行の方が基準財政収入額の減少に影響している。つまり、市町村で税収を

確保できなくなる問題には、高齢化の進行が大きな要因となっている。 

 目に、地方交付税の財源となる国税五税の推定結果を考察する。国税五税は、都道府県

の基準財政収入額と同様に人口のみが正の符号で有意となった。係数を見ると、1.291 と

1 を超えた値が推定された。つまり、人口が 1%増加すると国税五税は 1.291%増加する。

逆説的に考えると、人口減少が進行するほど、それに伴って国税五税が大きく減少するこ

とが予想できる。 

 以上の推定結果の係数をもとに、目の第 3 節で将来の人口予測に基づく地方交付税とそ

の財源の将来シミュレーションを行う。 

第3節 地方交付税の将来シミュレーション 
 

 本節では、将来の地方交付税額、およびその財源である国税五税の収入額をシミュレー

ションし、現行の地方交付税制度が維持可能かどうか明らかにする。具体的な方法として

は、前節で推定した係数に対して、人口数や高齢化割合の将来予測23を掛け合わせること

で、予測額を算定する。将来予測のデータには、国立社会保障・人口問題研究所

(2007,2008)「日本の地域別将来推計人口」にある都道府県と市町村の人口数、および 65

歳以上人口比率を用いる。また、面積は変化しないものと仮定し、推定に用いた 2010 年

のデータを用いる。 

 以下の図表 3-3-1 は、基準財政需要額と基準財政収入額のシミュレーション結果の推移

を示したものである。 

  

                                                      
23 推定に用いたデータと同様に、対数化した数字を用いる。 
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図表 3-3-1 基準財政需要額と基準財政収入額のシミュレーション結果 

シミュレーション結果より筆者独自に作成 

 

 2010 年から 2035 年の推移を見てみると、基準財政需要額は 25 年間で約 1 兆 8,517 億

円減少することに比べ、基準財政収入額は 6 兆 2,910 億円減少する。シミュレーションの

結果から基準財政収入額は、人口の影響を大きく受けて減少することがわかった。 

それに対して、基準財政需要額は高齢化の進展による公共サービスの依存と規模の経済

の効果が弱くなることで人口減少が進む中でも大きく減少しない。つまり、人口減少に比

例して公共サービスの需要が減るわけではないことを表している。 

 以上から将来的に問題となることとして、地方の収入が減る一方、需要が減らないこと

で地方自治体の財源不足が増大し、地方交付税額が増え続けることが挙げられる。また、

国がそれを負担するだけの財源を確保できない可能性もある。したがってその仮説を検証

するため、以下では基準財政需要額と基準財政収入額の差額を見たときに算定される地方

交付税額の推移と国税五税の推移を示す。
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図表 3-3-2 地方交付税額と国税五税収入額のシミュレーション結果 

シミュレーション結果より筆者独自に作成 

 

 図表 3-3-2 を見ると仮説通り、地方交付税の必要額は年々増加することが見て取れる。

具体的には、2010 年に約 15 兆 5,244 億円であるのに対して、25 年後の 2035 年では約

19兆 8,105 億円まで増額し、その差額は、約 4兆 2,861億円となる。つまり、現状の地方

交付税制度のままでは、国は現在より 4兆円以上の地方交付税財源が必要になる。 

一方、人口減少が進んでいるとされる中で、国税五税は徐々に減少していくことが示さ

れた。その具体的な金額を見ると、2010 年で 12 兆 2,892 億円であったが、2035 年には

約 7,834 億円減少し、11 兆 5,057 億円となる。つまり、増加する地方交付税に対して、そ

の財源は緩やかに減少していくことを示している。 

シミュレーションの結果として、地方自治体が必要とする公共サービスの費用はあまり

減少しないことに対して、徴収できる収入額は大きく減少していく。これは地方自治体が

現状以上に地方交付税額を必要とすることを意味する。それに対して、国が徴収する国税

五税収入は減少する予測が示された。つまり、将来的に必要となる地方交付税の増加とそ

の財源となる国税の減少という矛盾が生じる結果となった。したがって、何らかの対策を

しない限り、現状の地方交付税制度は将来的に維持不可能である。 

第4節 結語 
 

 本章では、人口減少と高齢化が進行していく中で、将来の地方交付税額と国税五税収入

額のシミュレーションを行った。結果として、高齢化の進行が需要の増加に影響して、人

口減少は地方自治体の公共サービスの需要をあまり減少させないことを示した。それに対

して、地方と国は人口減少で徴収できる金額は減少することも示した。つまり、現状のま

までは国は地方自治体に交付税を分配する構造は維持不可能となり、歳入に占める地方交

付税の割合が高い自治体は、公共サービスの供給が困難となる。第 4 章では、地方交付税

の代わりとなる持続可能な地方財政の在り方について提言を行う。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

25 

 

第4章  政策提言 

前章では、現行の水準での地方交付税制度は将来的に維持できないことを明らかにし

た。国税五税収入や地方税収の十分な財源確保は人口減少社会においては、増税を行わな

い限りは達成されない。また、第 2 章で示したように財源保障機能の対象となるナショナ

ルミニマムの設定の曖昧さから、財政調整機能の保障の範囲が適切であるかを判断できず

制度的な課題も抱えている。以上のような理由から、私たちは現行の地方交付税を廃止

し、国と地方の役割分担を明確にする立場から政策提言を行う。 

 

第１節 新制度の構築 
 

 私たちの提言する新たな制度は、地方においての最低限の公共サービスをナショナルミニ

マムに基づいて適切に供給するための制度である。しかし、ナショナルミニマムの水準は

先行研究などでも現在まで正確に示されていない。そこで、私たちは本稿において独自の

ナショナルミニマムを設定することとした。 

 

第1項 ナショナルミニマムの設定 

第 2 章で述べたように、日本ではナショナルミニマムの範囲を日本国憲法第 25 条の生

存権を根拠としている。また条文第１項には「すべての国民は健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利を有する」。とあり、第２項には「国は全ての生活部面において、社会福

祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければいけない」と記述されてい

る。私たちはこれらを参考に最低限度の生活を社会福祉、社会保障、公衆衛生とした。ま

た、土居（2004）では「ナショナルミニマムを全国どの地域に住んでいても等しく受けら

れるべき行政サービスのこと24」と述べており、その性質を大きく２つに分けている。１

つ目は、地域性がなく国が直接提供してよい行政サービスとしており、国防、外交、司法

などを挙げている。２つ目は、最低限の水準は国が保障するべきだが、地方自治体によっ

てはそれ以上の行政サービスを提供してよいものとしている。具体的には警察、消防、義

務教育、公衆衛生、最低限の福祉を例として挙げている。 

以上より、私たちはナショナルミニマムを、まず国民生活の安全を守る警察、消防。目

に日本国憲法第 26 条25で保障されている義務教育とし、社会福祉においては日本における

社会保障制度で分類されている26社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生の範囲とし

た。 

 

                                                      
24 土居丈朗(2004)『三位一体改革 ここが問題だ』東洋経済新報社 p.177より引用 
25 憲法第 26 条条文 第２項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育
を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」 

26 1950年社会保障制度審議会の勧告による分類 
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第2項 国と地方の役割分担 

第 1 節で具体的に定めたナショナルミニマムは、現在地方自治体の一般財源と国庫支出

金によって賄われている。しかし、ナショナルミニマムは生存権として日本国憲法で定め

られているように、国が国民に対して最低限度の生活を保障するためのものである。ま

た、ナショナルミニマムと呼ばれる公共サービスは「全国民にその居住地のいかんにかか

わらず、最低限度の水準を保障すべきものがある27」と林(2008)は指摘しており、地方自

治体間で公共サービスの質に差異があってはならない。以上のことから、ナショナルミニ

マムの保障は本来国が行うものであると考えられる。また、ナショナルミニマムとして定

めた範囲の公共サービスを、国民に対して適切に供給するためにも、その財源は地方のも

のではなく、国からのものであることが望ましい。このことは、赤井・佐藤・山下

（2003）でも「規範的（公平・効率）観点から見ても、基礎サービスのナショナルミニマ

ムの確保については、国による保障が望ましいと思われる28」と述べられている。しかし

その一方で、住民の選好やニーズを把握した上で、より効率的な公共サービスを供給する

ためには、地方自治体がサービスの供給主体となるべきであるとの立場も存在する。 

以上のような議論を踏まえると、地方自治体のナショナルミニマムは使途を可能な限り

制限した国の財源である必要がある。しかし、その裁量はその地方に応じて自由に選択で

きるべきであると考える。例えば、福祉部門や教育部門といったように一定の目的の範囲

は国によって特定されるが、用途の詳細は地方自治体の特性に合うように供給することが

望ましい。これらを踏まえ、私たちは一定の範囲内で地方が自由に財源を使用することが

できる新たな制度を提言する。また、この制度を構築することで現在は地方税でも賄って

いたナショナルミニマム分の公共サービスの財源を国が負担することとなる。これによっ

て、地方自治体はその浮いた分の財源でナショナルミニマムを超えた公共サービスの供給

を自由に地方税収で行うことができる。 

 

第3項 財源削減 

 地方交付税制度を廃止し、第１節で独自に定めたナショナルミニマムのみを保障する新

制度の設定を行うとどれだけの財源が削減の可能性を本節で述べる。ナショナルミニマム

分の金額の設定は地方の歳出項目を参考に行った。以上よりナショナルミニマム分の歳出

項目は、児童福祉、老人福祉、社会福祉、生活保護、災害救助が含まれる民生費。教育費

に含まれる小学校費、中学校費。これらに加え、衛生費、警察費、消防費とした。地方歳

出に占めるこれらの項目の割合を算定し、この割合を現在の地方交付税額に当てはめ測定

した。測定結果が以下の図表 4-1-1である。 

  

                                                      
27 林宜嗣(2008)『地方財政 新版』有斐閣ブックス p.202より引用 
28 赤井伸郎・佐藤主光・山下耕治(2003)『地方交付税の経済学』有斐閣 p.169より引用 
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図表 4-1-1 地方交付税削減総額 

出典：総務省（2012）「平成 24年版地方財政白書」より筆者独自作成 

 

地方交付税制度では都道府県単位で 8兆円、市町村単位で 6兆円にも上っていた地方交

付税財源が、新たな制度のもとでは都道府県、市町村ともに 3兆円にまで削減できる。こ

の結果は地方と国の財源不足を解消できる上、住民の公共サービスもナショナルミニマム

のもと保障されるため、将来的にも持続可能な制度である。 

 

第2節 地方税の課税自主権 
 

 第 1節で提言した新制度は、地方交付税制度の財源保障機能に代わるものである。新制

度によってナショナルミニマムは保障されたが、住民がより豊かに暮らすための公共サー

ビスは地方税収に大きく依存する。しかし、新制度の下では、地方交付税制度によって設

定されていた財政調整機能の側面は存在しない。したがって、交付税が廃止された後の新

制度の導入は、地域間格差をさらに拡大させることが想定される。これを受けて、ナショ

ナルミニマムの設定に加え、地方税の税率を自治体で独自に設定できる課税自主権による

提言を行う。 

 

第1項 課税自主権とは 

 課税自主権とは、総務省自治税務局（2011）によると、「地方自治体が自主的に地方税

の税目や税率設定などについて自主的に決定し、課税することである」と定義されてい

る。課税自主権は、税目についての課税自主権である法定外税29と税率設定についての課

税自主権である超過課税等30がある。政府は 2000年に地方分権の推進を図るための関係法

律の整備等に関する法律31に基づき地方税法32が改正され、法定外普通税が許可制から同意

を要する協議制へと移行され、法定外目的税の制度が新たに設けられた。実際に地方自治

                                                      
29 地方税法で定められている税目（法定税）以外に、地方団体の条例によって税目を新設できるもの。法
定外普通税と法定外目的税の２種類がある。 

30 標準税率（通常よるべき税率）とされている税目について、その税率と異なる税率を、地方団体の条例
によって設定できる。一部税目には上限となる「制限税率」が法定されている。 

31 平成 11年法律第 87号。 
32 昭和 25年法律第 226号  

都道府県 市町村 合計

地方交付税(千円) 8 ,839,415,022 6,685,077,598 15,524,492,620

内訳(千円)

　民生費 1,157,963,368 2,179,335,297 3,337,298,665

　衛生費 309,379,526 548,176,363 857,555,889

　消防費 35,357,660 207,237,406 242,595,066

　警察費 583,401,391 0 583,401,391

　小学校費 637,763,794 182,402,342 820,166,136

　中学校費 368,921,825 110,872,012 479,793,837

合計 3,092,787,564 3,228,023,420 6,320,810,984
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体では、2000年代に入り新たな税項目の導入が活発に行われている。しかしながら、深澤

（2011）は「地方税の税率を巡る自主権の拡大は、後れをとってきた感がある33」と指摘

している。同じく深澤（2011）は後れをとってきた理由を「制限税率34が設けられた税目

は依然一部に残っており、さらには、主要な税目（住民税、事業税、固定資産税等）につ

いては例外なく標準税率35が事実上の下限となっている。標準税率未満への税率の引下げ

は法的に禁止されているわけではないものの、そのような対応をとった自治体は地方債を

発行できなくなる可能性が大きい36ためである37」と指摘している。そのため現在、地方自

治体は税率設定についての自主権はほとんどない状況である。 

第2項 課税自主権による地方の独自性の創造 

私たちは、課税自主権を導入することによって地方における独自性が現在よりも顕著に

なると考えた。第 2章で述べたように、交付税制度の財政調整機能は地域間格差を埋める

機能を持っている。しかし、この機能は政府が地域間格差をある程度肯定しているとも捉

えることができる。政府は全国総合開発計画などで、現在まで地域間格差を問題と捉えな

がらも、財源補填や公共投資などの政府が主導的な政策がほとんどであり、地域間格差を

根本的に埋める政策は行ってきていない。 

課税自主権は地方が自由に課税の裁量を決められるため、地方に責任と自主性が生まれ

る。これは、地方交付税などによって画一的に財源が補助されるよりも、地方の独自性を

出しやすく、全ては地方自治体の裁量に委ねられることになる。このように、課税自主権

は地方自治体間での競争を促し、この結果として地方自治体の非効率な事業は解消される

とされている。また、自治体間に独自性が現れることは、国民に足による投票を促すた

め、地方自治体はその地域の住民の選好やニーズに合わせた公共サービスを行うようにな

るとされている。 

また、現在よりも地方に権限などを渡す政策として財源移譲などの政策案が謳われてい

るが、課税自主権を行うことの方がパレート効率的であると判断する。課税自主権を行う

ことに対する批判として、地域間の競争を促す課税自主権の制度はもともと高齢化率が高

く、財政力が弱い地方は競争に負ける可能性が高いと言われている。しかしながら、財源

移譲などの政策を行っても第 2章で示したように国税が東京都に集中しているため、地域

間格差は広がる一方である。また、高齢化率が高い地域では税収の増加は一時的なもの

で、将来的には結局税収の格差は広がってしまう。一方で、課税自主権は地方の中枢都市

などで地方の特色を出すことを可能にする。例えば、住民税率や事業税率を独自に設定す

ることで、その地域の特色を生かす政策を行うことができる。課税自主権で地域の独自性

を出すことができれば、中枢都市は一極集中の現象がある東京都に追いつく、あるいはそ

れに目ぐ選択肢となる可能性が指摘できる。以上の理由から、課税自主権は現在よりもパ

レート効率的になる可能性が高い政策であると考えた。 

 

                                                      
33 深澤映司（2011）「地方における課税自主権の拡大に伴う経済的効果」『レファレンス』2011.8 p.56

より引用 
34 地方団体が税率を定めるに当たって、それを超えることができない税率 

35 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合において
は、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の
算定の基礎として用いる税率。 

36 深澤（2011）ではその理由を「『地方財政法』（昭和 23 年法律第 109 号）第 5 条の 4 第 4 項が、
税率が標準税率に満たない自治体による起債を許可の対象と位置付けている関係上、標準税率を下回っ
た税率の設定は、依然困難な状況にある」としている。 

37 深澤映司（2011）「地方における課税自主権の拡大に伴う経済的効果」『レファレンス』2011.8 p.56

より引用 
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第3項 課税自主権制度を設定する際に起きる問題 

 しかしながら、課税自主権を導入することについて深澤（2011）は「分権的な財政シス

テムは、経済に対して、プラスの効果のみならずマイナスの効果ももたらし得るというの

が、経済学者の間の共通認識となっている38」と指摘している。さらに地方政府による自

由な税率設定を認めた場合、租税外部効果という経済的な効果をもたらすと述べられてい

る。この租税外部効果39については 3つの類型に分けることができる。地方政府同士の租

税競争40や租税輸出41、地方政府と中央政府間の間で課税ベースが重複することに伴う垂直

的外部効果である。私たちの提言によって、租税競争と租税輸出に関しては以下のように

改善できる。 

 租税競争については、地方において税率を過小に設定することによって、公共サービス

の過小供給に繋がるという指摘がある。しかしながら、私たちの政策では第１節でナショ

ナルミニマムを保障した新たな制度を構築しているため、地方の住民には最低限の公共

サービスが供給されている想定である。すなわち、この点についての指摘は達成している

と考えられる。 

 目に租税輸出に対する批判である。租税輸出の典型的な例としては、ハワイのホテル税

が挙げられる。ハワイはリゾート地としての地位を確立しているため、ホテルの利用者に

税負担を求めても利用者が減少しない。このことは、住民以外にその土地での税負担を求

めることを意味している。このような公共サービスの受益者バランスが崩れるという問題

に関しては、消費課税分の税率を与えないことで、問題を解消することができる。 

 

第4項 独自の課税自主権の設定 

私たちは課税自主権の設定について、税項目の設定と全ての税率の自由化を認めるわけ

ではない。税項目の自由設定については現在の制度のままで良いと考える。地方税の税項

目の新設を全て地方の権限によって行うと、無駄な税項目の設定や住民にとって過剰な負

担となる可能性もある。よって、現在の法定外普通税の設定に関し協議制を取ることは設

定項目に対して監視の目が入るため、無駄な税項目の設定が行われないという長所とな

る。また、税項目の削除は目に述べる税率の自由化によって事実上の削除が可能となるの

で、税項目設定の完全自由化を行う必要がないと考えた。 

目に地方税率設定の自由化である。第 3項で述べた租税輸出の問題点を考慮し、消費課

税項目は従来通りの税率設定で行う。しかし、他の所得課税や資産課税については地方ご

とに自由に設定できるようにする。また、これまで標準税率未満への税率引き下げを行っ

た際のペナルティーは、地方の自主性を尊重するために完全に行わないこととする。以上

が私たちの提言する課税自主権のあり方である。 

 

 

 

                                                      
38 深澤映司（2011）「地方における課税自主権の拡大に伴う経済的効果」『レファレンス』2011.8  

p.57より引用 
39 深澤（2011）では「租税外部効果とはある地域の地方政府による税率の変更が、市場取引を経ないで
別の地域の住民に対して影響を及ぼす現象であり、市場を通じた効率的な資源配分を妨げる要因とな
る」と定義されている。 

40 地方税率の引き下げ競争である。 
41 他地域への税負担の転嫁。 
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第3節 結語 
 

 

第1項 政策提言の意義 

 今回私たちが行った研究は、日本全体の人口減少が引き起こす地方財政への悪影響と、

東京都に偏在する税源を問題の始点とした。また、現行の地方交付税制度における持続可

能性についての問題提起を行い、将来シミュレーションによって制度の継続が困難である

ことを明らかにした。その上で、地方交付税制度に代わる新たな制度を構築するために、

これまで地方交付税制度が果たしてきた役割である財源保障機能と財政調整機能を参考に

し、政策提言を行った。まず、財源保障機能についてはナショナルミニマムとして国が負

担する範囲を具体的に定めることで、国と地方のそれぞれの役割を明確にした。さらに財

政調整機能に関しては現行の水準での再分配は困難であると捉え、それぞれの自治体に課

税自主権を与えることで地域間競争を促した。 

 以上の政策提言はエイジェンシー理論42を用いることで、その効果を検証することがで

きる。現在の日本の財政は、基本的に国から地方に対する補助金やサービスの移転が行わ

れており、このような中央集権的なシステムにおいては、適切なサービスの供給や再分配

を行うために国が地方の状況を十分に把握しておく必要がある。しかし地域間格差および

高齢化の問題も複雑に絡まることで、国は地方のニーズを把握することが困難になってい

る。私たちの行った政策提言は、このような国と地方との間に生まれる政府間の情報の非

対称性についても改善することができる。 

 上記に示したような、日本の地方財政の体制に基づくと、国がプリンシパルであり、地

方はエージェントであると言える。国は公共サービスの供給をエージェントである地方自

治体に依頼する代わりに、財源の不足分は補助金によって補うという契約関係を築いてい

る。しかし、このような両者の関係には既に指摘したように情報の非対称性が存在してお

り、地方自治体は公共サービスなどの費用を削減するインセンティブを持たない。このよ

うな非効率が地方の国に対する依存度を高める構造を作り出してきた。しかし、今回の提

言により地方の独自性を誘発することで、それぞれの地方自治体は住民によって公共サー

ビスの供給や負担の大きさを監視されることになる。この結果として起こる地方自治体間

の競争は公共サービスの適切な配分を可能にし、現行のプリンシパルエージェント問題を

解消する効果がある。 

 ここまでに示してきたように、この政策提言の意義の 1 つは、これまでの制度では不明

瞭だったナショナルミニマムを、地方歳出項目を用いて明確化した点である。これによっ

て地方交付税制度下で問題視されていた国が保障すべき最低限度の範囲が定められた。ま

た、私たちが設定した新たな財源保障機能は全国で一律の保障を行うことに加え、使途を

一定の範囲に限定していることから、これまで地方交付税の問題点であったソフトな予算

制約によるモラルハザードについても一定の解消が期待できる。 

 2 つめは、課税自主権による地域間競争のインセンティブを与えたことである。財源保

障機能を厳密に設定することで、地方の裁量を減らしてしまった分は、地方の独自性を促

進させるための課税自主権によって補う。これによって住民は足による投票を行うことが

可能になるため、地域間ではそれぞれの特色を生かした競争が生まれる。課税自主権に伴

                                                      
42 プリンシパルがエージェントに対して業務を委託する時、エージェントは自らの効用を最大化しようと
する。一方のプリンシパルはエージェントの行動を完全には把握できないことから、プリンシパルの効
用は最大化されない可能性があるということ。 
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う租税外部効果の問題についても、新たな財源保障機能が定式配分としての役割を担うこ

とで、外部性を緩和することが期待できる。 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

32 

 

第5章  終章 

私たちは、日本全体の人口減少が進行する中で、地方の人口減少を問題と捉えた。日本

全体の人口減少と地方における人口減少で最も問題なのは、その地方に居住する人々に適

切な公共サービスを将来的に供給し続けることができない可能性が存在するからである。

そこで、私たちは公共サービスの供給源である地方財政に着目し、本稿を作成した。 

 第 1章では、日本全体の人口減少と東京都への社会移動が地方の人口減少を引き起こす

と捉えた。さらに、地方における人口減少は高齢化の同時進行をもたらす。このことは、

税収の減少と公共サービスの依存度を高め、受益負担バランスを崩すことを指摘した。ま

た公共サービスの供給は地方財政と密接に関わっていることを夕張市の事例を交えながら

述べた。 

 第 2章では、地方財政制度について記述し、その中でも地方交付税が現在の地方財政運

営に大きく影響していることを示した。目に、地方交付税制度には制度的な問題が存在す

ることに加え、地方交付税の財源である国税五税収入が東京に一極集中している現状を示

した。しかし、東京都も今後人口減少していくことが予測されているため、地方交付税制

度の持続可能性に対して問題提起を行った。 

 第 3章では、実際に地方交付税額の将来的な推移をシミュレーションによって導き出し

た。さらに、現在東京都に偏在する国税五税収入の将来的なシミュレーションを行うこと

で、地方交付税制度の限界を示した。これらを受けて、第 4章では、ナショナルミニマム

の具体的な設定と、課税自主権による政策提言を行った。まずナショナルミニマムの設定

は国と地方の役割分担を明確にし、地方自治体に対する最低限度の保障を行った。目に課

税自主権を導入することで、地域間競争を促し自治体に独自性を生み出すインセンティブ

を与えた。 

 しかしながら、今回の政策提言を行うに当たっていくつかの課題も残された。私たちは

国と地方の役割分担を明確にする立場から提言を行ったが、その中では国と地方の二元論

に留まり、地方自治体への設定が市町村という最小の単位のみを想定したものになった。

これは、私たちが政府間の情報の非対称性に着目したこともあったが、結果として都道府

県庁の役割に対する設定が薄くなってしまった。このことから、課題の１つは国という

サービスの依頼人から最も距離のある供給主体を対象としたことで、都道府県庁の役割に

着目しきれなかったことである。また、地方に対して国が保障する公共サービスをナショ

ナルミニマムのみと定めたため、NIMBY 問題43が起こるということである。廃棄物処理

場のような施設はどこの地方自治体も設置したくないため、サービスの過小供給が起こる

という問題である。住民に対する公共サービスを適切に供給するためにも、都道府県の役

割を明確に定義しより望ましい公共サービスの供給の在り方については今後の研究課題と

していく。 

                                                      
43 必要な施設ではあるが、地域の環境に悪影響を持たらすような施設は自らの土地に設置したくないとい
う地域エゴが起きる問題である。 
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