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研究成果の概要（和文）：地方団体の財政状況を規定する重要な要因として、「地方団体の選好」を取り上げ、ヒアリ
ング、ケーススタディおよび実証的研究を行った。財政状況が急激に悪化してきた大阪および北海道の一部地方団体で
は、財政規律が緩みがちな傾向があることが指摘できるが、同じように財政状況の悪い他団体では国および都道府県の
政策との関連も考えられるとの暫定的な結論を得た。他方、客観的な状況から想定される以上に財政状況の良い地方団
体もあり、ヒアリングからは「地方団体の選好」の大きな要因としてソーシャル・キャピタルのレベルが高いことが伺
われる。

研究成果の概要（英文）：In this research, we analyzed the "preference of local government", which is assum
ed to determine the financial condition of local government. We adopted three approaches, hearings for per
sons responsible, case study method, and empirical research. We got some samples showing variant "preferen
ce of local government" within same prefecture.
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１． 研究開始当初の背景 
 
(1)地方財政全体としての財政状況が悪化の
一途をたどっているが、個別にみると極端に
財政状況の悪い団体と、それほど悪くない団
体に分かれる。本研究では、これまでの研究
とは異なり、財政状況の悪い地方団体、良い
地方団体を主たる対象として、これまであま
り分析対象とされなかった部分に着目し、財
政悪化の要因を実証的に分析する。分析の中
心的な役割を果たすのが、「地方団体の選好」
である。 
(2)地方団体の財政状況を分析した実証分析
のほとんどでは、個別団体の財政運営に関連
する係数を同一と仮定している。つまり、コ
ントロールされている条件が同一であれば、
財政状況がほぼ同じになることを想定して
いる。しかし、小サンプルを対象とした研究
であるが、過去に研究代表者が試みたケース
スタディの結果が示すように、実際には多様
な要因が歳出・歳入の構造を決定する（平成
18 年度・19 年度科学研究費補助金：自治体
改革の研究 ～ケーススタディを踏まえた
実証分析～）。そこで、本研究では、地方団
体が選好の異なる複数のグループに分類さ
れ、それぞれのグループでは財政行動が異な
る可能性を考慮した上で、財政状況を実証的
に分析する。特に、分析の中心的な対象とし
て財政状況が比較的良好な地方団体を取り
上げ、その原因を明らかにするとともに、財
政状況が悪い地方団体が同じ行動を取らな
い／取れない理由を明らかにしたい。 
(3)さらに、経済学において経済実験が導入
されつつある現状を踏まえ、地方団体の選好
がどのように形成されるのかについての実
験を行う具体的な手法についての研究を試
行的に進める。 
 
２． 研究の目的 
 
(1)まず第 1 に、なぜある地方団体の財政状
況が良好で、一方で、他の団体の財政状況が
どの程度悪いかをケーススタディの手法を
活用して明らかにする。実証分析の多くが係
数を一定と仮定して推計を行っているため、
個別団体ごとの財政運営の違いを明確に識
別できていないのではないかと思われるた
めである。 
(2)もちろん、都市部・非都市部などの地域
的条件や高齢化比率などの人口要件などの
客観条件を考慮した上で、それでも財政状況
に差があるかどうかを解明する。この際に国
等の政策の影響をどのようにして取り除く
かが技術的な問題として残されている。 
(3)次に、なぜそのような結果になるのかの
要因をデータ解析により推定する。いくつか
の要因を想定しているが、当該地域あるいは
地方団体固有の選好を表す係数を推定する
ことが主たる目的である。 
(4)最後に、地方団体固有の選好がどのよう

に決定されるのかについての分析手法を試
行的に研究する。 
 
(5)これらの成果を踏まえて、全体としての
地方の財政状況を改善する政策提言を行う。 
 
３． 研究の方法 
 
(1)個別地方団体の財政状況を規定する要因
を実証的に研究するため、まず第 1に、典型
的と思われる地方団体へのヒアリングおよ
び資料を併用したケーススタディにより、個
別地方団体の財政状況に影響を与える要因
を抽出する。 
(2)ヒアリング等での知見を活用して、人口
規模等の客観的な条件が与えられたものと
して、日本全体の地方団体の財政状況に関す
るデータを用いて個別地方団体の「選好」の
グループ化を試みる。同じような条件にあり
ながら、なぜある地方団体の財政状況が悪く、
また良いのかを、明らかにする。 
(3)最後に、そのような「選好」を規定する
要因を、実証的および実験的に研究する。 
 
４．研究成果 
 
(1)平成 23 年度においては、ヒアリングおよ
びケーススタディを研究の中心とし、その後
の研究に必要なデータの整備を並行的に進
めた。ヒアリングに関しては、財政状況が急
激に悪化してきた大阪府および大阪市にヒ
アリングを行い、他団体と異なると思われる
要因を一部抽出した。また、ケーススタディ
の対象は大阪府および大阪市に府内市町村
を加えた。選定の理由の一つは、身近な地方
団体であるため、多様な情報が得やすいこと
にあり、もう一つは市町村合併がほとんど行
われていないため、「選好」が変わっていな
いと想定できるからである。大阪府内の市町
村でかなり財政状況が異なり、地域的に「地
方団体の選好」が異なる可能性が示唆された。
ただし、国との財政関係や府との財政関係が
財政状況に大きな影響を与えている可能性
を排除できていない。ケーススタディとして、
1990 年代半ば以降の三重県の改革の動向を
取り上げた。 
さらに、もっとも基本的な問題として、財

政規律はだれのためのものかを検討し、「財
政規律について －過去と将来－ 」として
纏めた。歳出には（広義の）受益者がおり、
また税収の減少する時期に財政支出拡大が
必要となる。逆に好況時には、本来的には黒
字を出せるはずである。このため、景気がサ
イクルを描くように好況・不況を繰り返すな
ら不況期に赤字を出し、その分を好況時に埋
め合わせすればよい。しかし、不況が何十年
と続くとこのメカニズムは使えないし、負債
が累積することになる。財政悪化を食い止め
るための歳出の効率化は時代の要請であり、
まず第一に必要なことである。しかし、 諸



外国や日本でもいろいろな手法が導入され
てきたが、これまでの経験からして、その効
果を過大に期待することは禁物であるよう
に思える。もちろん、アメリカの一部自治体
での PPP（パブリック・プライベート・パー
トナーシップ）の経験が示すように、徹底的
な民間活力の活用が大きな効果を産む可能
性はあるが、すべての政府活動に適用できる
かについては疑問がある。もしもケインズが
想定したような中期的な財政バランス維持
が現実的に難しいとすれば、これは既述した
ようにブキャナン等が批判したことである
が、物理学でいわれる「対称性の破れ」に比
することができるかもしれない。財政赤字が
かなりの期間続き、その結果累積債務が増大
する一般的な傾向があるものとすれば、これ
は古典的な財政学ではワグナーの経費膨張
法則と呼ばれている事実に対応するかもし
れない、何らかの形でこの発散的な動きをコ
ントロールしなければならない。考え得る方
法は複数ある。まず第 1に，法律により均衡
財政を定めることである。法律による規制が
きわめて有効と思われるかもしれないが，必
ずしも万能というわけではなさそうである。
アメリカにおける 1985 年の財政収支均衡法
（GRH 法）は、貯蓄貸付組合（S&L）の破綻な
どの悪条件もあり、目標を達成できなかった。
第 2に、歳出等の提案に財源制約を付けるこ
とも考えられる。近年の税制改正時に日本で
も 議 論 と な っ た ペ イ ア ズ ユ ー ゴ ー
（Pay-as-you-go）原則とは、歳出提案（日
本の場合は税制改正提案）に際して、他の歳
出削減か、増税で財源を賄うようにし、財政
状態を悪化させないようにすることである。
ただし、直観的にも理解されるように、すべ
ての歳出にこれを完全に適用することは難
しい。第 3に、これとは逆に、歳出に見合う
税収を確保するという考え方もある。出るを
量って入るを制す「量出制入」であり、戦後
の日本財政は、石油危機頃までは実質的にこ
の原則を採用してきたように思える。経済成
長による税収増加の一部を「物価調整減税」
という形で減税し、収支を均衡させてきた。
しかし、このような減税という形での下方へ
の税率調整は容易であるが、増税という調整
には国によっては「上方硬直性」があるよう
に思える。これ以外にも、経済成長によって
財政状況を改善する考え方はあり得るが、長
期的には人口減少の影響もあり、どの程度経
済成長を見込めるのか不確実である。もちろ
ん、上記の方策が互いにまったく独立という
ことではないことに留意が必要である。この
ように考えてくると、結局は、政府が何を、
どこまで、どのようにすべきかを歳出効率化
を含めて検討し、また企業を含む国民がどの
程度までの負担に耐えることができるのか
を考慮して財源を検討し、歳出・歳入両面か
ら根本的に政府のあり方を考え直すことし
か解決策がなさそうに思える。 
 

(2)平成 24 年度においては、ヒアリングおよ
びケーススタディを研究の中心とし、並行し
て、その後の研究に必要なデータの整備を進
めてきた。今年度は、日本で財政状況の悪い
地方自治体の多い北海道を対象とし、特に唯
一の財政再建団体である北海道夕張市に関
してヒアリングを行った。夕張市の財政担当
者に直接ヒアリングし、固有の事情を伺うと
ともに、北海道の他市町村の財政事情に詳し
い有識者からもヒアリングを行い、他地域・
他団体と異なると思われる要因を一部抽出
した。夕張市に関しては、財政規模に対して
過大な投資が行われ、期待された成果が挙が
らず、歳入増加に繋がらなかったことが指摘
できる。 
 平成 24 年度で、日本で財政状況のもっと
も悪い北海道および大阪のヒアリングを終
え、それぞれの歳入・歳出の問題点を抽出し
た。また、並行して、「平均的な地方自治体」
と考えられる兵庫県および兵庫県内市町村
に関する財政状況の調査およびヒアリング
を開始した。瀬戸内海側に規模の大きな都市
が複数存在する一方で、その他の地域には規
模が小さく財政状況の苦しい市町村が多く
存在する。「平成の大合併」により、市町村
数が半減し、経常収支比率の低下に見られる
ように、財政状況が改善したかに見えるが、
阪神・淡路大震災後に発行した公債費の減少
やそれに伴う基準財政需要額の減少や、人口
減少など、さまざまな課題を抱えている。な
かでも注目されるのが姫路市である。平成 18
年 3 月 27 日に家島町、夢前町、香寺町及び
安富町と合併したにも関わらず、平成 24 年
度における経常収支比率が 82.4 と、全国市
町村（および中核市）平均 90.7（90.6）と比
して格段に低く、兵庫県内市平均(神戸市を
除く)90.9 と比してもかなり低いにもかかわ
らず、さらなる改善に取り組んでいることで
ある。ヒアリングからは「地方団体の選好」
の大きな要因としてソーシャル・キャピタル
のレベルが高いことが伺われる。 
 
(3)複数団体へのヒアリング、ケーススタデ
ィや数量分析の結果、現段階では一部の地方
団体においてこの財政運営に関する「選好」
が異なるという仮設が認められるという限
定的な結果が得られた。ただし、「選好」と
他の地域性などの要因と独立な要因である
か否かについては、識別できていない。さら
に、より多くの地方団体に対してこの仮設が
適用可能かどうかについてはさらなる検討
が必要である。 
 ただし、この研究経過において、本来の研
究目的に加え、新たに検討すべき仮設を得た
ことは重要である。地方団体の財政運営に関
する「選好」が一定との仮定の下で研究を進
めてきたが、「選好」が財政状況により変わ
り得るという興味深く、またきわめて現実的
な推論に到達した。このことはこれまでなさ
れている本分野での理論的研究および実証



的研究での係数一定との仮定に疑問を投げ
かけるものであるし、地方団体における「選
好」がどのように構成されるかについての考
察の必要性を提起するものである。 
 
(4)また、カナダを対象とした研究において
は、地方財政調整制度を構成する各州の「選
好」をオンタリオとケベックの 2州に焦点を
当てて分析し、カナダ平衡交付金の歴史は, 
「制度項目別」の頑健性という視点から, 誕
生期の標準税方式(1957～66 年度), 発展期
の代表的税制方式(1967～2006 年度), 成熟
期の新定式配分(2007年度以降)の3期間に区
分できる、ことを明らかにした。 
 
(5) 政策提言の一環として、平成 26 年度姫
路市行財政改革市民会議において、平成 24
年中の姫路市の人口が増加してことを踏ま
え、｢集約・活性化｣の中心になり得るとのコ
メントを行った。 
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