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政府間財政関係の構造的転換
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はじめに
21世紀の幕があけた。人間と地球は，これからどんな歴史を刻んでゆくことになるのであろ
うか。
1970年代以降，世界は諸々の意味で歴史的大転換を迎えている。国家もそうであって，これ
まで多くの人によって絶対的な価値とみなされてきた福祉国家に対する批判が高まり・市場至
上主義が浸透しつつある。これまで福祉国家を支えてきた前提条件の消失が，その基本理念と
制度の変革を迫っている。個人の自助努力こそが善であるとする命題が陸り，再び古い型の
（失業・）貧困問題が発生し出した。
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私益と公益の暖味化は国家の構造改革を,したがって国地方行財政関係の改革を導き出さず
にはおかないoだが,結果にすぎない財政赤字にとらわれて,その前提である社会経済の構造
的転換を看過してはなるまいo小稿はそのような視角から,日本における政府間財政関係の再
編･解体過程の分析を試みたものである｡

1.社会経済の構造転換
(I)重化学工業社会から情報知識社会へ
19世紀末以降,先進諸国の産業は重化学工業を軸に発達してきた｡その事実は,国内総生産
および就業者に占めるその構成比の上昇傾向によって確認できる｡この傾向は,石油ショック
の生じた1970年代を境として方向転換をとげた｡両構成比において,第3次産業だけが上昇す
る発達段階を迎えたのであるo

D･Bellのいう｢脱工業社会｣
(post‑industrialsociety),すなわち
財貨の機械生産によって特徴づけられる工業社会からハイテク･サービス経済,情報知識社会
とよばれるソフト時代への転換であった｡
翻ってみれば世界史上,綿工業から重工業への産業構造の重点移動が始まり大不況(the
great

depression)に突入したのは,イギリス産業革命の開始から数えておよそ100年後にあたる

1870年代中頃のことであったoしたがって,基軸産業における今回の構造転換は,奇しくも100
年の周期に相当しているoまた･

1970年代‑21世紀初を第2次大戦後に位置づけてみると,そ

れは鉄鋼と石油を基礎とした重化学工業の多軸的産業連関がもたらした未曾有の高成長率経済
から低成長率経済への段階移行期でもあった｡
産業構造の転換は,政治経済社会の根底を揺さぶらずにはおかない｡なかでも直撃を受けた
のが農業･自営業であり,企業･雇用･労使関係であった｡後述する国際的自由化の急進展と
相まって,構造的不整合を生み出したからである｡いかにも,
たoだがこのおよそ30年余を通観してみるなら,

1980年代後半にバブル好況はあっ

70年代以降の構造調整過程が,高い倒産率･

失業率の継続過程であったことを否定することはできないoそれに対し日本の場合,企業は統
合･買収,合併･撤退など事業部門の改変を主軸とするリストラ,正規雇用者の削減と非正規
雇用者(含知識労働者)の増員1',そして業績主義の採用などで応じている｡企業の多角化,
新分野への進出,異業種交流も顕著である｡たしかに,好調な業種や企業が存在する｡だが,
いぜんとして廃業率は高い｡また,雇用内容は厳しい｡
政府も諸々の手を打ったoしかし,長期不況を克服しえず,公債が累加した｡そして,雇用
保険の赤字化や医療保険の患者負担増,年金の不安定性増進などにより,将来生活の不安が高
まっているo

70年代以降において,安定的な投資に向かうことのできない過剰資金の累積や,

犯罪率の上昇があり,

90年代からはホームレス･自殺者の増加が目につく｡さらに,日銀の資

金循環統計によると,

90年代末から家計部門の貯蓄取り崩しが目立ち始め,ついには02年5月

〜03年6月末で初の｢資金不足｣が生じている｡

1975年に23･1%であった貯蓄率が2004年には
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3 %付近まで低下している(『国民経済計算年報』)o

さて顧みれば,戦後改革･経済復興の時期に多くの国民が抱いた共通の目標は,高度成長に
ょる欧米並み経済水準の実現であった｡なればこそ,それを促進する意味で財政上,運輸を中
心とする全国的規模の産業基盤整備や技術者養成教育の拡充等は必須であった｡それは,おの
ずと中央集権体制を広範な人々に受容させたoだが,やがて目標が実現し,産業･社会構造の
変わり始めたことが,行財政における任務と制度の転換を求めることになるo公害･環境破壊
や過疎問題･都市間題との関連では自然･文化保護や生活基盤の整備が,ハイテク･知識社会
との関連では教育･職業再訓練･研究開発の基盤拡充が必然となった｡
人間と地域に関わる個性あるニーズの増大は,医療福祉などおのずと地方行財政の果たす役
割を高め,制度の改変を必然にする｡その1つが,地方歳出に対する国の関与･義務付け範囲
の縮小と基準の弾力化をはかり,自治体における歳出の自治･自由を拡大させる動きである｡
これは自治体の自主財源拡充論･新しい財源保障論に連なる｡視角をかえると,この理念は補
完性の原理に帰着する｡すなわち,個人･市民活動･自治体･国の有効な関係の下で,市民の
ニーズをしっかりつかみ,個々のニーズに総合的に対応してゆくシステムヘの改変である｡

(2)労働力の豊富な社会から少子高齢社会へ
周知のように,日本の総人口は明治維新から21世紀初頭にかけて殖えつづけてきた｡その要
因は多々あるであろうが,持続的経済成長による人口扶養能力の向上を否定する人はいないで
ぁろう｡ところが｢豊かな社会｣の実現とともに,人口増に歯止めがかかっていった｡この傾
向は先進諸国に共通であって,たとえば合計特殊出生率で示してみると,日･米･欧諸国はい
ずれも70年代に2.00を切り始めている2'｡そして,人口ピラミッドは釣鐘型を経て徳利型へと
変容してきた｡
商品経済の進展は都市化,核家族化,高学歴化,そして女性の賃金労働者化を随伴していたo
逆の見方をすれば,家庭と仕事の場を共有する農業･自営業の減少が,

3世代家族とコミュニ

ティを崩し,旧来型の相互扶助機能を衰退させたのであったoしかるに日本の場合,女性の就
労と出産育児の両立に閲し,企業はもちろんのこと政府の対応も鈍かったo加えて,不登校･
学級崩壊･暴力が問題となっている学校の現状や私教育費の高騰にみられるように,子育ての
前途には厳しい現実が立ちはだかっている｡また,雇用流動化政策の下で,知識を持つ者と持
たない者との経済格差が広がっている｡親の所得格差が子の学歴･所得格差に結びつく関連の
固定化･格差の再生産が指摘されてすでに久しいo親の資力で子どもの人生選択が左右される
ようになれば,

｢機会の平等｣を前提とした自由主義は足場を失う｡事態はむしろ逆であって,

̀結果の平等を実現すれば,機会の平等も高まる'という相関関係が現実であろう｡
貧困の固定化は,高齢の単身女性世帯および婚姻の中途解消世帯でもいちじるしいo家族を
ベースに組み立てられている日本の社会保障制度の限界が露呈してきたo

しかるに,これに対

する社会保障の仕組みは依然として弱い｡社会保障を抑制すれば,財政は安定するかもしれな
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いoだが,効率競争社会の底はますます抜けてゆくであろう｡事実,内閣府の特別世論調査
(04年)によれば,雇用･賃金･年金等を理由として6割の人が生活不安を訴えている｡これら
に社会観の多様化がない合わさって,晩婚化と未婚率上昇を伴いつつ合計特殊出生率の低下に
連なっているとみていいo

O5年から日本の総人口は減少に転じた｡そして,

07年頃からベビー

ブーマーが大量に退職してゆき,勤労世代人口の減少が一気にすすむ｡
たしかに第2次大戦後の日本は,

0歳児死亡率の激減を成し遂げ,ほぼ70年代から長寿国の

仲間入りをはたした｡広い意味では,これも経済成長の果実と評しうる｡この長寿社会の経済
問題は,突き詰めると若者の安定した職場の確保と並んで,定年退職者の生活をいかに支える
かにある｡その事情はおよそ子供扶養の場合と同じであって,問題の歴史的原因は労働市場に
参加できない人々に対するかつての無償扶養機能の後退に帰着する3)｡老老介護や高齢者単独
世帯の増加は,そうした難しい現状を暗示している｡
法的に生存権を明記する大衆民主主義社会は,そうした社会問題の放棄を許さない｡そのさ
い,これまで育児と介護を担ってきた女性が選挙権･被選挙権を獲得している意義は大きい｡

公的福祉拡充のジェンダー的根拠はことにある｡ちなみに,日本の特質を社会支出(対国民所
得比)に即して析出してみると･ほぼ次のとおりである(OECD,

Social

Expenditure

2004)o日本のそれは,絶対額はもちろん対国民所得比でも60年代以降上昇傾向をたどっている｡
だが,その水準(20･4%)は個人主義の伝統を持つアメリカ(18･5%)と同レベルであって,
ヨーロッパ諸国(英33･3%,独39･4%,仏40･9%,瑞47･8%)よりかなり低い｡しかも西欧･
北欧諸国とのポイント格差がこの40年近くの間に,いっそう開いてきている｡それを費目別で
みると,ヨーロッパ諸国に比し,日本は年金･医療が中心で社会福祉関係の比重が軽い4)｡し
たがって,日本の社会保障給付は･中央政府が担う現金給付型から自治体が担う人的社会サー
ビス型へ比重移行する必然性を帯びているo子供･老親扶養の社会化,これが地方分権の重要
な国内的要因といえる｡

(3)閉銭型経済からグローバル･リージョナル経済へ
英米に対して後発の資本主義国である日本は,明治維新以来長い間国際競争力の弱い時代が
つづいたoその経済力的位置が第2次大戦後に変貌するo日本は,良質で豊富な労働力と長時
間労働そしてオーバーローンをベースとして,先進的海外技術の導入とその商品化に努めた結
果, 60年代中頃から貿易赤字国から黒字国に転じ,自由化時代を迎えてゆく｡
国際経済的には,不均等発展に起因する金ドル交換停止(71年)と変動相場制への移行(73
年)があって,

47年に敷かれたIMF･GATT体制は崩れた｡そして為替レートの不安定化とと

もに,国際金融システムは株式市場や商品市場の投機と結びつく傾向を強めてしまった｡その
後も･日本は貿易収支･経常収支の黒字を重ね,ついには急激な円高を契機に80年代中頃に世
界最大の債権国となったoしかし,国際事情はさらに転変する｡それが89年から91年にかけて
生じた東欧改革とソ連の崩壊であったo南北間題を解消しえぬまま,世界市場はひとつになっ

Database,

Ⅰ
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た｡さらに,

ECからEUへの転換などにみられるように水平的地域統合の動きが高まってゆ

く｡第2次大戦後の国際的枠組みであった東西冷戦構造が溶解し,グローバル化とリージョナ
ル化が相互作用的にすすむ時代が到来した｡
70年代に労働集約型軽工業で急

石油ショック期以降,アジア諸国の工業化もいちじるしい｡
発進したNIES

(韓国･台湾･シンガポール･香港)は,

80年代から重化学工業に進出していっ
78年から｢自力更生｣

た｡さらに,世界人口のおよそ2割(13億人)を擁する中国が変わる｡
の方針を転換し,

｢開放政策と市場経済｣への道を歩み始めた｡こうした国々は,ハイテク産業

を呪みながら製造業の大量生産分野の輸出で外貨を稼ぎ,その準備高をふやし,国民所得を急
増させつつ21世紀を迎えている｡そして,自由貿易協定をこえ,アジア型共同体へ向けて地域
統合の動きが活発になってきている｡ポスト冷戦は,資本主義対社会主義のみならず,先発国
対後発国といったかつてのパラダイムを突き崩した｡
およそ以上のような転換により,日本の国際的位置はそれまでとはまったく異なるものと
なった｡追う立場から追われる立場に移ったのである｡かつての経済大国･英米の歴史が示す
ところによれば,この移行調整は諸々の問題を内包してやまない｡すなわち,一面で輸出市
場･投資先の拡大ではあるが,反面で製造業における強力な競争相手の登場や過剰資金の運用
難でもあるからである｡事実日本の場合,円高傾向と大競争時代の到来が,労働集約的製造業
の国際競争力を弱めている｡とりわけ85年のプラザ合意･急激な円高以来,国内事業活動の縮
小によって海外生産比率が上昇し,海外部品の調達も盛んである｡この間に,金融の国際化が
いっそうすすんだ｡
巨額の不良債権･債務の処理に苦悩する90年代以降,事態が深刻になる｡各種の規制緩和と
相まって,安価な輸入品の増大が政府の意図どおり国内物価を引下げたものの,他面で国内企
業の倒産と失業者増加への影響も大きい｡たとえば,

96年における日本の海外生産高(47･4兆

円)は輸出額(44.7兆円)を上回っているし5',日本の海外現地法人雇用者数(約345万人,
2002年3月末現在)は国内の失業者数にほぼ匹敵している̀i'｡また,

21世紀に入ると,経常収

支構造も変わる｡すなわち,所得収支が貿易収支を上回る構造が定着しつつあるかのようになっ
てきた｡ボーダレス化は,人･物･情報が容易に国境を越えることを意味する｡結果として,
中央政府による国民経済社会の管理や所得の再分配が困難になる｡おのずと自治体やボラン
ティアの役割が,国際交流や福祉などにおいて高まってゆく｡
さて,日本の経済社会と国際環境が構造調整過程に入ってすでに久しい｡では,日本の政府
はこの現状をどのように認識し,いかなる行財政改革に取組んできたであろうか｡

2.財政の混迷
(1)迷走する財政政策
石油ショック時から21世紀初頭にかけて,日本政府における財政の基本理念と政策が一本の
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筋で貫かれてきたかというと,そうではないoあえて二分法でいえば,むしろ｢小さな政府｣
論と｢大きな政府｣論との間で迷走をつづけてきた,といわざるをえない｡以下,その辺を一
瞥してみよう｡
周知のように,

70年代に発生したスタグフレーションは,不況とインフレの同時解決という

難題を政府に課したo財政はときに所得課税減税や公共支出増をはかりつつ,他方で総需要抑
制政策と国民負担率引上げで臨むのであるが,いずれにしても膨大な起債とその累積を回避す
ることはできなかった｡そして,大蔵大臣の｢財政危機｣宣言(75年),

｢一般消費税によらな

い財政再建｣という国会決議(79年)の後,臨時行政調査会設置法の成立(80年)をもって
｢財政再建元年｣と称されるに至る｡このとき,第2次大戦後に地歩を築いてきたケインズ的
政策への批判が世界的に高まった7'｡以後,およそ10年にわたって,第2臨調による行財政改
革,つまり｢小さな政府｣が基調となってゆく｡このような政策転換は,サッチャー政権(英)
やレーガン政権(米)など先進諸国に共通する｢保守回帰｣の一翼をなしていた8)｡
日本経済は,

85年のプラザ合意･急激な円高によって再び景気が大きく落ち込んだ｡そして,

輸出不振と行革の下で加圧された過剰資本の増大は,規制緩和･民営化･民活路線をより強く
導出し,国際都市の再開発と地方のリゾート開発を誘発する.その反面で,合理化と国際的好
況･金融自由化が,円高不況からバブル好況への急変を助長した｡その結果,

80年代後半の財

政は,行財政改革による経費抑制に豊富な税の自然増収が加わって,収支を好転させた｡そし
て､国の一般会計にいたっては,悲願としていた特例国債発行ゼロを90年度の当初予算で達成
させている｡

だが,バブルはいずれ弾ける｡その引き金役をはたしたのが,公定歩合の引上げ･金融の総
量規制であった｡

91年以降,景気の基本指標が後退を示す｡しかも,不況は深くかつ複雑であっ

た｡宮崎義一氏はこれを,

92年という早い時点で,在来型の有効需要不足によるフロー面と80

年代における金融自由化による不良資産･ストック面の調整とが折り重なって連動する｢複合
不況｣ (combined

recession)と捉えている9)｡だが欧米諸国と異なり,日本政府は企業･監査法

人･中央省庁･政界の責任回避を優先させ,公的資金注入による不良債権債務の早期解消を怠っ
た｡とられた政策は,従来型の金利引下げ･量的金融緩和および減税･公共事業拡大による漸
進的な不良債権処理,つまり問題の先送りであった｡地価も株価も数年で回復すると予想した
のであろう｡しかし,すでに地殻変動がすすんでいたのであるから,これは歴史の読み違いで
あった｡そのため,以後信用収縮はやまず,

92年度に急増した公共事業費･起債も継続されて

ゆく｡はては,住専問題として94年に金融不安が表面化した｡そして,バブル期の乱脈融資は,
96年に住専処理法を成立させ,

6850億円の公的資金投入を導き出した｡これにより,当初｢メ

ガ･コンペティション時代の到来と例外なき規制緩和｣で唱和していたはずの理念が揺らぎ,
いったん突入した｢政府介入政策･大きな政府｣路線から抜け出すことができなかった｡
やがて景気が循環し回復過程に向かうと,また政策の方向が変わる｡
グバンが叫ばれ,

96年頃,日本型金融ビッ

｢自助努力と小さな政府｣を標模する財政構造改革法の動きが慌しくなる｡だ
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が翌97年,早くも陥穿にはまった｡

9兆円の負担増(消費税5兆円,所得税の減税中止2兆円,

医療保険の本人負担2兆円)による消費不振やBIS規制の影響などにより,不況に転落したの
である｡

97年秋には北海道拓殖銀行･山一宕券の経営破綻が露呈し,銀行の貸し渋りがきつく

なっていく｡

｢小さな政府｣路

98年における財政構造改革法の凍結(4月)と停止(12月)は,

線の短命性を象徴している｡
かくして,財政は再び減税とスペンディング･ポリシーに戻った｡隠れ借金を季みつつ,国
債が増発され,そして累加していった｡ただし自治体は,

90年代後半に入るとすでに元利返済

能力の壁に直面しており,地方債の発行および地方単独事業は減額を余儀なくされていた｡
公債管理政策の限界が見えてくれば,世論が回天し,人気に依存する政権の方針もおのずと
変わらざるをえない｡しかし,政府対市場という2項対立の思考しか持ち合わせていない日本
は,やはり規制緩和･民営化･小さな政府に戻るしかなかった｡ところがデフレ不況なものだ
から,市場に任すという表看板とは裏腹に不透明でアドホックな政府介入政策が次々と打ち出
(整理回収機構),企業再生ファンド,そして株買

されることとなった｡土地買い拡大のRCC

取機構の設置などがそれである｡そして,公約として掲げられたはずの新規国債発行枠(2003
年度,

30兆円)も容易に放棄された｡かくして,一般政府の債務残高(対GDP比)には歯止

めがかからなかった｡それどころか,その値は134.1
に上昇傾向をたどった(OECD,

Economic

(2000年)から170.0

(2005年)へとさら

Outlook)｡それだけではない｡再び日本経済を高い

成長路線に戻したいとして打ち出された時代錯誤な政策が,社会の不安定化を助長した｡つま
り,危機が危機を招き,維持可能な社会(sustainable

society)が問われはじめている｡

2種の政策が交互に繰り返されてきただけではないことが

この30年間を振り返ってみると,

わかる｡同一政権内部でも,相反する政策が混在しているのである｡基本理念と政策の論理破
綻といわざるをえない｡

(2)超低金利･政府系資金依存の公債管理
21世紀初頭(2003年度決算)における日本の公債はいかなる状況にあるであろうか｡多少繰
り返しにはなるが,財政政策の帰結ともいうべき公債について,再整理を試みることにしたい｡
単年度では,いぜんとして高い公債依存度が石油ショック期より長い期間にわたってつづい
ている｡それゆえストックも同様であって,国と地方の長期債務残高は累積を重ねて約700兆円
を記している｡対GDP比では,

90年代初めの0.6倍から1.4倍へ上昇した｡この相対比を日本

財政史のなかに位置づけてみると,戦前では第2次世界大戦直前のレベルに相当し,戦後では
石油ショック時の水準を上回っている｡さらに国際比較してみるなら,多様とはいえ,イタリ
アを除き欧米諸国の国･地方長期債務残高は対GDP比で0.6前後である｡それ故,日本の現状
は二重の意味で異様ということになる｡
公債の概念を広義に解すると金額はさらにふくらむ｡国家財政の場令,長期国債に借入金,
政府短期証券,政府保証債務を加えると,国債残高は2割程度ふえて約700兆円となる1())｡地方
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財政の場合には,第3セクターや地方公営企業などの債務を加算しなければならない｡さらに,
国地方に責任が重なっているものとして交付税特別会計があり,その債務残高はおよそ50兆円
にのぼるoその結果,自治体分の総債務残高は約200兆円に及ぶことになる11)｡このケースでは,
国･地方債務残高が都合約900兆円,国民1人あたり換算でおよそ700万円となる｡
このような未曾有の起債と公債残高を許容した要因は何か｡それは種々考えられるが,それ
を消化に絞ってみるなら,膨大な遊休資金と超低金利に行き着くであろう｡安全な融資先の乏
しい金融機関は,海外投資およびBIS規制を免れている国債購入に走った｡それだけではない｡
01年に,日本銀行は日銀券の発行残高の枠内で,日銀内にある銀行の当座預金勘定の残高を目
標額にして,国債を買切りオペする量的金融緩和政策に転じている｡日銀が国債を買い支えて
国債価格を維持してくれるのである｡他方,発行主体にとっては,歴史に記録のない超低金利
が公債残高の割に利子負担を軽くした｡また,これまでのところクラウディング･アウトやイ
ンフレも生じていない｡大略このような事情が,平時としては稀有な大量の公債発行を許容し
たと思われる｡
さて,大規模な公債依存財政が,不況のパニック化を防いできたことはたしかであろう1L''｡
事実,この間に日本経済に占める財政の比重が高まっている｡かつて,日本の一般政府支出
(対GDP比)は,他の先進諸国と同様,
象まで姿を変えたのであったが13',

80年代に行財政改革で膨張に歯止めをかけ,横這い現
90年代にすすむと再び膨張傾向に戻り始めた｡それを数値

で示すと,国内総支出に占める政府部門の支出割合は,

90年の19.7%から03年の22.9%へと上

昇トレンドをたどってきた11'.このように公債を利用した総需要の創出が｢経済の底割れ｣回
避にある種の役割をはたしてきた,といってよいであろう｡
しかし,あやうい公債政策であったことも否定できない｡たとえば,消化先はどうであろう｡
日本の国債は,欧米諸国と異なり,政府(郵貯･簡保,公的年金)および中央銀行の構成比が
高く15),地方債でも同じく政府資金と公営企業金融公庫資金で高い割合(計6割強)を占めて
いる16)｡また,先述した日銀の買切りオペによる国債価格維持政策も黙過しがたい｡既述のよ
うに,日銀は,

2001年3月に量的金融緩和策を導入して以来,市場に資金を供給する手段とし

て長期国債の買い入れを積極化している｡半官半民の日銀を巻き込んだ政府内部での起債･引
受の性向が強いだけ,財政規律が弱いと評さざるをえない｡
それだけではない｡

̀公債漬け経済'は,景気回復過程を複雑にする｡たしかに,所得税･相

続税における最高限界税率引下げや法人税における租税特別措置が制約となっているとはい
え,景気回復は税の自然増収をもたらす｡さらには,大型間接税の増税を容易にするかもしれ
ない｡だが反面で,景気回復は民間経済と財政運営を難しくする作用も生じるだろう｡たとえ
ば,景気回復にともなう金利の上昇は,この30年余りの間に内部金融率をいちじるしく高めた
輸出大企業はともかく,利子の返済にあえいでいる企業と家計の足伽となる｡のみならず,既
発債の価格低下を招いて保有金融機関･保有者が損失を被る｡また,政府の場合,借換債･新
規発行分の利子負担も嵩んでいく｡もし,それを回避するために日銀による国債買上げを強行
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すれば,インフレの危険を冒すことになろう｡
すでに公共事業の乗数効果は,膨大な不良債権･債務とボーダレス化により低下しているo
いまや,財政総体や人間生活のほうも持続可能性の限界にさしかかっている,と解さざるをえ
まい｡これから先,市場化の限界と政策における経費抑制･公租公課増大との二律背反が,氏
間経済を混乱させ,社会統合の不安定要因となる可能性を看過してはならないであろう｡

3.市場と国政に翻弄される地方財政
(1)地域開発政策の変調
戦後の高度経済成長は,資本と人口の都市集中を加速させた｡全国的には東京圏･大阪圏･
名古屋圏,地方内では主に県庁所在都市への集中と集積が顕著であった｡それは同時に過疎･
過密等の社会問題を深刻にし,政府によるカウンター･バランス作動を迫ることとなったoた
とえば, ｢均衡ある国土の発展｣というスローガンを掲げた全国総合開発計画が62年以降,何次
にもわたって作成されてゆく｡当面,経済政策の軸は,安価な土地と労働力を利用すべく地方
に工業団地･臨海工業都市を建設すること,およびその地域と首都圏との連結を強化する運輸
基盤(道路･新幹線･港湾･空港)の整備にあった｡また,競争に敗れて衰退してゆく農業や
中小企業に対しては,国際化への対応を加味しながら,各種の補助金が交付されていったoそ
のための財政資金は,豊富な税の自然増収と地方財政調整制度が可能にしたo
日本の財政制度は,多様で巨額な各種特別会計,財政投融資17',第3セクター等があって複
雑である｡だが,高度成長期における財政の健全性は比較的高く,

(中央政府の強い規制･)財

政問題は後景に隠れていた｡その点は,租税負担率が20%弱に維持されていたこと,および国
の一般会計ではぼ収支均衡･地方の普通会計で比較的低い公債依存度であったことにより,検
証しうるであろう｡そして,高度経済成長期の後半には,学歴間･都道府県間の所得格差が縮
小過程に入っていった｡
およそ20年におよぶ高度経済成長は,労働力不足とある種の地域均露作用とをもたらし,国
際的には,為替換算上の所得水準を欧米並みに引上げた｡だが反面で,金銭でカウントできな
い社会問題を発生･堆積させた｡公害,自然･住環境破壊,そして社会的病理現象･人間疎外
の問題などがそれである｡それに対し,ここでもカウンター･バランスが作動している｡すな
わち,国政レベルでは,公害対策基本法(67年)や過疎地域対策緊急措置法(70年)の制定な
どがあった｡また地方では住民運動と結びつきながら,先駆的自治体による独自の環境保全策
や産業･福祉政策,および失われつつある地域歴史文化の再興といった実践があったo
地方の特色や個性を重視する地方分権の主張は,

しかも,

｢地方の時代｣というキャッチ･フレーズとなっ

て70年代末に提唱された｡
このような潮流は,

2度の石油ショックに見舞われた70年代を経て,

80年代に入ると変わる｡

発端は,実質経済成長率の半減と構造的財政赤字の定着にあった｡しかし前述した第2臨調は,
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たんなる財政救済をこえて,国家活動･公共部門の再編成を迫った｡その『第3次答申(基本
答申)』 (82年)は行革の理念を次のように記述している｡新しい行政の目標は,
社会の建設｣と｢国際社会に対する積極的責献｣にあるoそのさい,

｢活力ある福祉
｢西欧型の高福祉塙負担

による『大きな政府』への道を歩むのであってはならない｡｣実現の道具立ては｢自立･互助,
民間の活力を基本｣とするoまた,標準レベルをこえた地方行政サービスは,

｢地域住民の選択

と負担｣によるべきであり･その結果自治体間に｢ある程度の格差があるのは当然と考えるべ
きである｡｣第2臨調によって主導されたこの自助努力の論理は,第1次臨時行政改革推進審
議会(83‑86年),および第2次行革審(87‑90年)に引き継がれてゆく｡世論が旋回したので
ある｡
かくして,工業化のための地域開発としてスタートした全総計画は,その歴史的前提を喪失
したo国家プロジェクトとして行政が主導する全総計画の類は存在意義を失った｡経済の国際
化･産業空洞化がそれを決定づけたoこの時点から,すべての自治体が自律の道を模索せざる
をえない立場に立たされた｡まちづくり計画は,これまで以上によりたしかな財政的裏付けを
求められるようになった｡財政制約が強まったことにより,歳入増をふくむ施策の選択を厳し
くすることが必要となったo広い意味で,すべての人々が経済成長の果実を受け取れるという
幸福な時代は終わったのであるoつまり,中央政府の統治機能が低下しただけではない｡新し
いニーズ･社会的リスクに対応するためには,中央･地方政府と他のアクターとにおける多元
的な協力関係の再編が必然となる段階へ移行したのである｡

(2)大きな地方財政の小さな自己決定権
周知のように,

2000年付近における日本財政はおよそ以下のような国際的特質を帯びている｡

まず, a)一般政府の場合:①歳出規模(対GDP比)と国民負担率(対国民所得比)が小さ
いo

〔ただし,今回の長期不況の結果,国民負担率(36%,

(47%,同)がかなり高くなっている｡なお,
国民負担率31･8%

03年度)の割に潜在的国民負担率

03年における諸外国の値は以下のとおり一米:

･潜在的国民負担率38･3%,英‥同47･1%

58･4%,仏:60･9%･同66･5%,瑞:同71.0%･同71.1%｡〕

･同51.2%,独‥同53.3%

･同

④費目別構成比では,公的固定資

本形成が大きく,最終消費支出と社会保障移転が小さい｡ただし,公的固定資本形成比率(対
GDP比)は95年度をピークとし,以後低下傾向をたどっている｡また,社会支出(対国民所得
比)の内訳をみると,年金と医療に比べ育児や養老など,生活に密着した対人社会サービスが
きわめて小さいo既述のように,産業構造･労働市場の転換にともなって,家族が変容してい
るo福祉にかんしては,この事実を見落してはならない｡

④税目別構成比では,法人成りの影

響により法人所得課税で高いが,他の税目で低い｡なお,一種の所得課税である社会保障負担
率は,英･米よりやや高いものの,独･仏よりかなり低い｡
けてきた社会保険料収入は,

〔ちなみに,負担増を容認されつづ

98年度を境として国税収入を凌駕している｡〕

④公債依存度と公債

の累積残高(対GDP比)が共に高い｡しかも,後者に関しては歯止めがかかっているとは言
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い難い｡
っいで,

で大きい｡

b)国地方行財政関係の場合‥

①最終支出でみると,中央政府で小さく,地方政府

④租税収入でみると,国税で大きく,地方税で小さい｡したがって,

④中央政府に

ょる地方財政調整の規模が大きい｡内容的には,中央集権体制の下で,画一的で平等なサービ
スを提供している18)｡換言すれば,地方政府(自治体)は中央政府より実質規模が大きいもの
の,自己決定権と自主財源が脆弱である｡
80年代の景況と行財政改革は,国･地方財政にも以下のごとき変容を促した19)o
は,

④経費支出

70年代まで,地方政府の伸び率が中央政府のそれを上回る傾向をたどっていたoだが80年

代に入ると,その相関関係に逆転現象が生じている｡経費支出抑制作用が,地方政府に対し中
央政府より強く働いたからである｡

④租税収入の場合,構造上国税は地方税より租税弾性値が

高い｡そのため,高度成長期における国税の自然増収伸び率は地方税より大きく,結果として
政策的に所得税(国税)等が住民税(地方税)等より大きな減税を受けつづけていた｡それと
は逆に70年代‑80年代前半では,実質経済成長率が大幅に低下したのであるから,おのずと国
税収入の伸び率は地方税収入のそれを下回りはじめた｡

④70年代に激増した国債･地方債の発

80年代前半では行財政改革に,また80年代後半ではそれにバ

行額が80年代に急減した原因は,

ブル好況が加わったことに求められる｡つまり,国地方ともに公債の累積はつづいたが,公債
依存度は大幅に低下していった｡

さらに,上記①を補足する関連から,地方歳出が国より厳しく抑制された要因として,次の
3点をあげなければならない｡まず,

80年代の行財政改革が,各種補助金に強い抑制作用をお

よぼした20)｡地方債が,地方債発行許可制度および国税より弱い地方税収力により,国債以上
に強く削減された｡そして,

85年度からは地方行革により民営化や人件費抑制等が推し進めら

れた｡

政治家の姿をできるだけ見えにくいものにしようとしたコーポラティズム(corporatism)と
いう新しい手法に窺がえるように,

80年代における行財政改革の史的意義は多面的であり,か

っ重い｡この80年代に地方財政は概略前述のごとき変化をとげたが,地域経済に及ぼした影響
は必ずしも単調ではなく,各地域の特性により異なっている面もあった｡たとえば,公共投資
の削減と抑制は,公共投資依存度の高い地方を直撃した割に,元々公共投資依存度の相対的に
低い東京など大都市圏への影響は小さかったご1)｡のみならず,メガ･コンペティション時代を
迎えて日本の大都市圏を国際金融･情報センターにしてゆかねばならないという政策認識と,
遊休資金を利用した民営化･規制緩和･民活路線とが結びついたのであるから,大都市再開発
が積極的に展開されだした1'L')｡関西国際空港(84年に会社設立,

88年に埋立工事着手)や東京

湾横断道路(89年に着工)がその典型といってよい｡かつて70年代前半に,地方圏の1人あた
り行政投資額は東京圏を抜き,以後その差を広げていた｡だが,

80年代後半に至ってその差は

かなり接近した｡そして,東京一極集中に拍車がかかったo
さて,

90年代初めにバブルが破綻すると,地方財政も厳しい立場に立たされたoそのさい,
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深刻な財政赤字に陥るパターンは3つあったo第1は,バブル好況の波に乗って都市再開発･
リゾート開発や工業団地造成等に取組んでいた自治体である｡これは,しばしば第3セクター
や土地開発公社(地方自治体の特殊法人)などを利用して事業を行ってきたため,その赤字が
見えにくい仕組みになっている｡だが,次々と経営危機や会計赤字が発生し,一般会計から赤
字補填を余儀なくされ,問題が露呈したo第2は,景気･所得の変動に鋭く反応する法人2税
(法人事業税と法人住民税)に依存する度合の高い都府県である｡事実,
れら都府県の税の自然増収は豊かであったが,

80年代後半におけるこ

90年代入ると,事態が一変する｡しかも,地方

税収が減少しただけではなかったoたとえば,東京･大阪･神奈川･愛知の場合,地方交付税
による補填機能は,今回の不況下でもゼロまたは微弱であった｡これらを,
みると,上記4

90年代で検証して

｢富裕団体｣の人口1人あたり一般財源は,鳥取県･島根県等の｢貧困団体｣

における増加とは逆に,減少している23)｡第3は,国の景気対策に便乗･協力し公共事業の積
極的な拡大をはかった自治体であるo一般に多くの自治体は,
債に頼って事業を急増しえた｡だが,

90年代中頃まで,補助金と地方

90年代後半には,地方債の格付けが始まったことに象徴

されるように,消化難から投資単独事業枠の使い残しが生じている(ちなみに02年度の場合,
約5兆円)0
地方財政の歳出(対GDP比)を国際比較してみると,日本は米英独仏平均より大きいので
あるが,それだけではない｡法令等による義務付けの割合も比較的高い｡また,歳入面では,
地方税が脆弱であって･依存財源に大きく頼っている｡しかも,大規模な地方財政調整を行なっ
ているoその結果,行政サービスの地域格差は小さいo

しかし,画一的であり,住民の受益と

負担の関係が不明確である｡つまり,歳出･歳入両面で地方の自由度は低く,各地域の個性あ
るニーズに応えにくい｡これが財政にある種の不合理性をもたらしている｡

4.市場原理主義による自治の揺らぎ
(1)相対立する2つの地方分権論
地方分権推進をめぐる国政レベルでの盛り上がりは,

90年の第2次行政改革審議会『国･地

方の関係に関する答申』を契機としているとみてよいであろう｡それは,第3次行革審(90‑
93年)に継承された｡同審議会は｢国民生活重視と国際化対応｣を基本課題として掲げ,中央
政府は国際化対応に任務を集中し,国民生活に関わる事項は地方政府に委ねることを提唱して
いるo粁余曲折はあったが,その結実が｢地方分権の推進に関する決議｣
年)･地方分権推進法(5年間の時限立法,

(衆議院･参議院,

95年成立),および地方分権一括法(2000年施行)

であったoその点に閲し,海外に眼を転じてみると,すでにヨーロッパでは,
分権が進展していた｡それは85年に採択された,ヨーロッパ評議会(council
『ヨーロッパ地方自治憲章』
Local

93

80年代から地方
Europe)の

of

(32カ国が批准)および国際自治体連合(Inte皿ati｡｡｡1

Authorities)の『世界地方自治宣言』に具象されている1'1'.それより遅くはあったが,ま

Union

｡f
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た改革の方向に対立がみられはしたが,日本も地方分権を政府によって体系的に推進していく
ことを目指しはじめたのである｡
財政上,地方分桂一括法は次のような特徴を持っているo歳出関係では,国の関与を縮小す
べく,明治時代以来つづいていた機関委任事務制度を廃止したoだが歳入面では,法定外目的
税の創設や地方債発行許可制度の事前協議制への移行(06年度から)など若干の改定がなされ
たものの,肝心の税源委譲は見送られた｡では,その影響を自治体はどのように受け止めたで
あろうか｡実施1年後に,日本経済新聞社が全国の知事･市町村長におこなったアンケート調
査の結果は以下のとおりであった｡一地方分権改革でどの程度変わったかという質問に対し,
知事の4割強が｢自由度が広がり運営しやすくなった｣と回答する一方で,

｢あまり変わらない｣

がほぼ同じ割合を占めている｡市町村長のほうは否定色が濃く出ていて,

83%の人が｢従来と

変わらない｣と答えている.

‑また,

2000年度から実施されている介護保険は自治事務である

が,周知のように厚生労働省の介入がきわめて強いo地方分権一括法の成立をもって,明治維
新と第2次大戦直後の改革に並ぶ｢第3の改革｣と評する向きもあった｡たしかに,その歴史
的意義は深いであろう｡だが,掛け声の割にその内実は乏しかったといわざるをえないo
そもそも,地方分権論には相対立する2つの潮流があった｡小さな政府的観点と地方主権的
観点に立つ各主張がそれであるr,'｡そのうち地方主権的トーンを後押ししていたのは,長期に
わたる先駆的自治体の実績と,

90年代中頃における元知事や元野党党首が率いる内閣であった,

といってよいであろう｡

ところが,その裏面では深刻の度を増してゆく財政硬直化を背景として,小さな政府的観点
からの制度改定も市町村合併に向けて強力にうごめいていた｡その直接的動力が,経済団体連
合会｢21世紀に向けた行政改革に関する基本的考え｣

(93年), ｢市町村の合併特例に関する法律｣
(97年)であっ

一部改定(95年),そして第25次地方制度調査会『市町村の合併に関する答申』
たo

これが,いわゆる第3次市町村合併ブームを呼び起こす｡その論理の枠組みは種々あって,

諸々の理由が付されているけれども,政治的意図を別とすれば,つまるところ次のように組み
立てられていた.

‑経済効率の悪い人口/ト規模自治体が数多く存在している(ちなみに,2002

年4月現在,市町村3218のうち人口1万人未満の自治体が47.7%)｡しかも,国から地方への財
政調整資金がその無駄を助長している｡

‑たしかに,一般に人口密度の低い小規模自治体ほ

ど,人口1人あたり歳出額が大きく,かつ依存財源の割合も高い(地方税収が歳入の10%以下
の自治体がおよそ4分の1を占めている)

2〔5)oまた,情報通信技術の進歩や交通基盤整備の進

捗などが,個人･企業の日常活動範囲を広げているに違いない｡少子高齢化や国際化･自由化
もすすんでいる｡
この潮流は,市場原理主義に立脚した｢規模と範囲の経済性｣

(economies

of

scale

を行財政に適用しようとするものとみてよいであろう｡民間企業の場令,一方で大銀行に対す
る公的資金の注入とゼネコン等の債務放棄などが進行しつつ,他方でリストラや労働市場の多
様化･柔軟化･労働分配率の引下げなどがはかられている｡そのような実状を背景に,市町村

and

scope)
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合併アピールにさいし,前者(｢市場の失敗｣と公正な競争システム問題)を不問に付したま
ま,後者(企業合理化)が強調された｡そして,日本財政における国民負担率の相対的低さ･
人口比でみた公務員の少なさ等がネグられたあげく27),財政の非効率性断罪論(｢政府の失敗｣)
が世の耳目を集めることとなった｡
たしかに戦時体制的保護行政の保守温存に起因する高コスト体質･コスト意識の欠落や官益
法人の設立･天下り等の問題は存在する｡だが,民間企業法人のおよそ7割が赤字であると言
う事情や･商法･税法等の違反が生じている現実を無視して,市場による解決を訴えるのは奇
妙であろう｡そもそもこの論法では,中央･地方政府における公共性･社会的効率の意義や自
袷,そして各地域の生活･文化に関する視角が2次的なものとされている｡これは,本来的に
個性化･多様化を特性としているサービス時代に逆行する.また,合併特例債等の財政措置が,
とかく批判を浴びている箱物建設を促したあげく財政硬直化をさらに深めるであろうことも視
野に入っていない｡この主掛こは基本的な点で問題が潜在しているといわざるをえなげ8)｡市
場の失敗と政府の失敗の後に必然なのは,市民社会(civil

society)の強化ではなかろうか｡

(2)地方経済･財政における負のスパイラル
以上のように,

90年代初めから21世紀初頭にかけて,相対立する2つの地方分権改革が錯綜

しながら進行したoその帰結が｢三位一体の改革｣
その原型は｢構造改革と経済財政の中期展望｣

(three‑pronged

reforms)であった｡

(02年1月閣議決定),および小規模町村の強制

的解体を提示する｢今後の基礎自治体のあり方について｣
副会長私案,

financial

(第27次地方制度調査会専門小委員会

02年11月)に求められるであろうo多少の曲折を経た後登場したその現実的な姿

が,経済財政諮問会議の｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003｣
であった｡その主な具体的内容は次のとおりである｡
担金を概ね4兆円廃止縮減する｡その相当額を,

(03年6月閣議決定)

a) 2004年度からの3年間で,国庫補助負
b)地方交付税の削減と｡)基幹税の税源移譲

とで補填する29)0
では,改革の初年度である04年度予算はいかに組まれたであろうか｡
兆300億円縮減｡

a)国庫補助負担金は1

b)地方交付税は1兆2000億円削減｡ただし,地方交付税の削減分を補うため

に発行する臨時財政対策債(赤字地方債)も抑制されており,両者を合わせると3兆円近くの
削減o

c)国から地方への税源移譲額は,所得譲与税の創設により4249億円,そして税源移譲

予定交付金(地方の一般財源)の創設で2309億円,合計6558億円｡
これを読み替えると次のようになる｡量的には,

a) ･b)の合計がc)を大幅に上回ってい
るoつまり,国家財政の負担が大きく減少した割に,地方財政の一般財源･自主財源はあまり
補填されていない｡また,人口1人あたり歳入変動額のシミュレーションによると,都道府
県･市町村のいずれでも,小規模自治体ほど減少額が大きい30)｡のみならず,東京都のような
富裕団体は増収となる｡そして,質的には,財源における自治体の自己決定権が強化されてい
ない｡さらに,国庫補助負担金が削減された場合であっても,それは中央省庁や政治家の既得

I

45

斎藤忠雄:政府間財政関係の構造的転換

権に手を触れない内容にとどまっている｡
この制度改革にさいし,地方6団体は協議し,地方と中央が対等の立場で同じテーブルにつ
いている｡とかく,地方の内では富裕団体と貧困団体とは対立しがちであった｡また,国と自
治体とは上下関係的色彩を強く帯びていた｡そうであるだけに,これは,地方自治および国地
方行財政関係の歴史上画期的なことであったと言っていいoだが内容的には,国と地方の役
割等に関する根幹的理念が不明との感が拭えない｡数字合わせに終始したプロセスであった｡
したがって,これではいぜんとして地方自治体における裁量拡大の方向性は見えてこない,と
解さざるをえないであろう｡
ところで,市町村合併の積極的な財政誘因は合併特例債にある｡だが,この誘い水には国地
方の財政危機を深める可能性を拭いきれない｡なぜなら,地方には元利償還費と建設施設の維
持管理費が残るし,国は元利償還費の7割を交付措置しなければならないからであるoまた,
地方交付税特別会計がふくらむ可能性もある｡そもそも,具体的な協議をすすめている市町村
がすべて合併すると,合併特例債の発行は最大10兆円にのぼるといわれている｡はたしてこの
支援枠は実現可能であろうか｡というのも,過去に町村合併促進法(1953年)の例があるから
である｡当時,政府は54年の地方交付税改定にさいし,財政難を理由として,交付金カットと
併行して財政支援額も半減させた｡そもそも,今次の強制色濃い市町村合併ブームの場合,す
でに以下のような事態が進行している｡すなわち,合併特例債の活用を中JL､とした新しい開発
合併初年度に｢合併バブル｣が発生した｡だが,じきに歳出

プロジェクトが次々に企画され

面では公債費･施設維持管理費の増大が生じ,歳入面では｢三位一体改革｣により地方交付税
の減額がつづいている｡その結果,財政運営が行詰り,事業の見直しを迫られている例が少な
くない｡
ところで,

80

90年代以降,地域経済の動向にも大きな変化が窺がえる｡まず概して言うと,

年代と異なり,地域間経済格差は90年代をつうじておよそ縮′ト過程をたどってきた｡県内総生
産と1人あたり県民所得のいずれでも平準化傾向を示しているこり｡その原因は,富裕な大都市
圏と貧困な地方圏の双方にあった｡すなわち前述の如く,前者は地方税収面でバブル崩壊の影
景気刺

響をより強く受けていた｡それに対し後者は,公共事業用の財政資金を傾斜配分され
激策を実施できたからである｡
とはいえ,地方圏経済は,

90年代後半以来,国家政策の転向に直面し,国家財政依存システ

ムの限界にさらされてゆく｡たとえば,

(95年)により,米

｢食糧管理法｣にかわる｢新食糧法｣

の生産･流通･価格が自由化されている｡また,普通建設事業費(地方普通会計)は96年度か
ら縮減方向に転じている｡それだけではない｡
地方分散の方針を打ち消し,

｢21世紀の国土のグランドデザイン｣

(98年)では

｢地方の自立の支援｣を掲げた｡

その辺を行政投資という範暗でみると,

99年度から大都市圏(関東･東海･近畿地方)の構

成比が上昇し,地方圏(それ以外の地方)のそれが低下し始めているこi2).また,都市｢不動産
の流動化･有効活用の促進｣を掲げる経済戦略会議答申(99年)に登場した｢都市再生｣戦略
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が･民活の容易な大都市圏を強く刺激するoそして,公共事業の都市圏優先とpFIなど民活の
余地拡大路線とが,事業所と人口の東京一極集中を復活さぜ3),敵Ll部の地価下落傾向にブレー
キをかけたoそして地価が,上昇に転じはじめたoハイテク関連の研究所や大学院教育機関の
東京集中もつづいている｡
対する地方産業の不振は農業･建設業にとどまらない｡地方の現状は多様であるが,円高傾
向とアジア諸国の台頭で企業誘致に失敗し,長い間空白状態の工業団地が少なくない｡さらに
は,既存企業のアジア諸国逃避に伴う工業の衰退もいちじるしい｡また商業関係では,地元小
売店が,規制緩和による東京圏安売り大型店の進出で打撃をこうむっている｡たしかに,消費
者の立場に立てば,価格の低下は歓迎されていい｡しかし,企業経営者や雇用者の立場に立つ
と･それは死活問題になりかねないoさらに,円高傾向による海外旅行ブームもあって,中山
問地の観光業(温泉･ゴルフ場･スキー場)が振るわない｡そして,新幹線と高速道路の整備
が,地方都市のホテル･オフィス空室率上昇を招いている面もある｡地域の中小金融機関の整
理淘汰が,それに拍車を掛ける｡かくなる地方経済の衰弱は,地域コミュニュティの空洞化を
助長する段階へ移行したoこうして,地方経済社会と地方財政における負のスパイラルの下で,
多くの人々が閉塞感にさいなまれている｡
地方交付税の動向について,少し振り返っておこう｡地方交付税の不交付団体数は,

80年代

末をピークとして減少をつづけていた｡それが,地方交付税の総額とは逆に,

2000年度から05

年度にかけて増加傾向に転じている｡その主な要因は,マクロ経済の回復にともなう法人2税
の増大に求められる｡だが,景気回復の足取りをみると,地域格差が大きい｡そのため,不交
付団体の増加は好況地域である首都圏や中部圏に偏在している｡

むすびにかえて
〔1〕一般に福祉国家は,社会主義の側圧を受けつつ両世界大戦と世界恐慌を契機として成
立したといってよいであろう｡国民全員の生命を脅かす総力戦(a
り,国家の任務は私有財産権の保護をこえて生存権(right

total
to

a

decent

war)や世界恐慌によ

life)に及ぶこととなっ

たo選挙権･被選挙権は,もはや財産所有者や男性に限定されず,所得･財産のない女性も政
治に参加できる大衆民主主義社会が誕生したのである｡国家は,富裕な所有者の私有財産権の
犠牲をしいる｢所得再分配国家｣に変身した｡いやこの国家は,市場の生み出す経済的不平等
を緩和するだけではなく,市場が求める労働力を提供することで資本蓄積に直接貢献し,社会
的統合を維持する国家でもあった34).
日本は,欧米諸国よりやや遅く,新憲法(1946年11月3日公布･1947年5月3日施行)を根
幹とする一連の戦後改革をへて福祉国家に転じた｡とはいえ,当面の課題は失業問題と外貨不
足の解消にあり,その後は欧米並み工業水準･所得水準の達成に適進する｡明治維新政府の掲
げたスローガンであった富国強兵･殖産興業は,高度経済成長に名称を変え,中央集権システ
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ムを継続させた｡政策の軸心は,直接投資形態の外資を遮断しつつ日本の重化学工業を保護育
成することにあった｡そのさい財政は,日本に特有な財政投融資などを多用しながら,一方で
大規模な産業基盤整備や技術者養成教育を,他方で市場競争に敗れて脱落してゆく農業や中小
企業の助成に力を注いだ｡その結実が,物質的に｢豊かな社会｣と先進諸国としては珍しい長
期保守政権であった｡つまり,高度成長期の日本福祉国家は,当初伝統的家族や地域共同体に
ょる相互扶養･共同作業に依拠しつつ,道路建設･工業団地造成･農業等補助金をつうじて,
雇用保障･所得水準引上げを実現させるかたちで社会統合をはかったといってよいであろうo
このシステムは有効に機能し,日本は世界に冠たる工業国になった｡そして,成功したが故に,
70年代頃から限界に直面してゆくことになる=弓5)o
さて,スタグフレーションと構造的財政赤字の下で台頭したのが,市場原理主義･新保守主
義であった｡この復古的風潮は当然のごとく,資源配分や所得再分配への国家介入を,市場効
率性や公平をいちじるしく損なうものとして排斥したoそして,福祉国家論の再概念化が試行
されてゆく3(〜)｡それは,高福祉高負担の国々というよりは,むしろ個人主義･自由主義の伝統
が根強くしたがって相対的に低い福祉国家レベルにあった英米から始まり,日本等へと伝播し
ていった37)｡
70‑80年代の場合,日本は欧米より高めの公債依存財政に頼りつつ,企業別組合の下でハイ
テク化･合理化に努めたoその結果,マクロ指標的には欧米諸国より比較的良好なパフォーマ
ンスで80年代を切り抜けたようにみえた｡ところが,ポスト冷戦の90年代に入ると立場が逆転
する｡それは,バブル崩壊後にとられた理念と政策の違いによるところが大きいo欧米諸国の
｢平

場合,不良債権･債務を公的資金の一挙注入で数年の内に処理している｡また財政的には,
和の配当｣に加えて,福祉を含む経費節減と公租公課の負担増を断行したoその結果,景気の
回復と相まって,一般政府の歳出(対GDP比)が低下しながら,他方で国民負担率が上昇し
ている｡概して言うと,所得･ストック格差の拡大や貿易収支の赤字などいぜん構造的問題を
内包してはいたが,景気回復と財政収支均衡とをほぼ両立させた｡それに対し,日本の現状は
̀財政が経済の火薬庫'になってしまった観

政策と結果の双方において欧米諸国と反対であり,

を呈し始めている38'｡歴史を誤認し,情報公開･説明責任をあいまいにしたまま放漫財政をつ
づけてきた,とみなされても仕方ないであろう｡そのさい,解決すべきは,財政の背後にある
経済社会の構造転換であることを忘れてはならない｡
〔2〕日本の経済成長率は,
1970‑80年代の実質約5
途中,

02年から06年にかけて上昇している｡高度成長期の実質約10%,

%より格段に低いものの,名目と実質の値でおよそ2

2つの中休み(02年後半‑03年半ば･

%を記しているo

04年後半)はあるが,バブル崩壊後の長期不況過

程では3度目の景気回復局面である｡金融システム崩壊の危険から脱したとの見方が強まって
いる｡回復の要因として,景気の循環性や民間企業設備投資増大･リストラ等の国内要因と並
んで,中国の過剰投資･アメリカの過剰消費といった外部因子をあげうる｡とはいえ,かつて
｢大不況｣の後に段階移行したような意味での,新しい産業連関にのっとった経済成長段階へ
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移行したかどうかはまだわからないo景気循環上のまたは対外要因的な景気回復ではなく,経
済構造を国内外の新しい状況に対応できるものに変革した上での回復と言えるかどうかは,ま
だ不明であるoいずれにしても,大都市圏とは裏腹に,地方圏経済･財政の疲弊はいちじるし
い｡いろいろな意味で,社会の二極分解が進行中である｡
じつは,バブル崩壊後およそ15年余りの間,国民所得は増減を繰り返しつつも増加傾向をた
どってきたoしかし,グローバル化と規制緩和の下,雇用なき景気回復や財政による所得格差
是正機能弱化などにより,一部にブランド品の消費活況を生み出しつつ,社会不安が蔓延して
いる｡貯蓄を取り崩して生活せざるをえない世帯が増加しているが,
が2割を突破した39)oたしかに,

03年には貯蓄のない世帯

07年から戦後ベビーブーム世代が退職してゆくことも手伝っ

て失業率低下の兆しはある｡しかし,雇用者報酬は98年度から04年度にかけて減少し続けてい
る40'o非正規雇用割合の上昇もあって,家計部門の所得が増加しないどころか落ち込んでいる
のである｡労働基準法改定による裁量労働制の導入や,ワーキングプア･生活保護世帯数の増
加も看過できない｡
すでに一通り述べてきたように,財政行き詰まりの基本的または前提的原因は,その与件で
ある国内外の構造転換にあった｡民間経済的には,企業間および企業家計間における経済関係
の構造的不整合にあった｡視角をかえて,それを財政により近い要因として2つに絞ってみる
なら,低経済成長率の定着と財政民主主義の形骸性とを挙げなければならない｡直接的要因が
そうであるとするならば,行財政改革の道はおのずと見えてくることになると思われる｡
まず,長期不況(将来不安)と行財政改革について｡ポスト工業社会における産業との関連
では,情報知識産業に関わる研究教育･生涯学習の拡充や再挑戦を可能とする積極的労働政策
が･少子高齢社会との関連では医療福祉の充実が,そしてグローバル化･リージョナル化との
関わりでは日本の構造にかなった柔軟な国際分業関係の構筑が必須であろう｡それは財政を,
かつての重化学工業･豊富な労働力･閉鎖的経済,そして高度経済成長段階とは基本的に異な
る仕組みに変えることを必然にする｡そのさい,個人と各地域固有の発想や創意が重要である｡
なぜなら,人的社会サービスのニーズ増大傾向とボーダレスの時代では,国民国家機能の後退
は避けがたく,逆に地域社会の役割が必然的に高まるからである｡歴史の要請は,人権擁護･
安全確保の上で,本来の人間の内側から湧き出るような,多様で個性豊かな教育研究と地域づ
くりにあるo希求されているのは,多様な地域が自律性を高め,職住共存社会を形成し,そし
てネットワークで結びついているシステムの創造である｡いつの世も,

1人ひとりでは負えな

いリスクを社会全体で分け合う仕組みを必要としている｡国は,ナショナルな任務とナショナ
ル･ミニマム保障を担いつつ,こうした自治体活動を支援してゆくことになる｡
つぎに,財政の舵取り自体について｡財政の相対的規模,歳出入構造,そして収支を規定す
る基本的要因は2つある｡それは,国民所得水準と国民の政治的意思である｡国民所得水準の
国際的位置は,為替相場の変動もあって上下するが,また国内物価との関係も軽視できないけ
れど,

70‑80年代以降日本は世界のトップ･クラスを維持しつづけてきた｡ゆえに,先進諸国
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の中で日本の一般政府が相対的に小さいことは,大きな貿易黒字とともに,日本資本主義の強
10年余りにわたる高い公債依存度と

靭性･柔軟性を表わしているように思える｡だが反面で,

累積し続ける巨額な公債残高は,それと異なる側面を示唆しているo国民所得増大傾向の下で
の租税負担率低下という現象からわかるように,また膨大な｢金余り現象｣がつづいて資金が
公債購入や海外投資に向かっていることに象徴されているように,財政負担能力が不足してい
るわけではない｡

70年代まではそれなりに肯定されていたo

翻ってみると,富裕層に税負担を求めることは,
それが,

80年代の行財政改革以来｢広く薄く｣という課税方針が浸透してゆくo本来,福祉国

家は富裕層･富裕地域から貧困層･貧困地域への所得再分配がなければ成り立たない｡しかる
に, ｢財政再建｣の名のもとに,社会保障給付が切り下げられただけではなく,財源における応

能課税原則(das

Prinzip

der

Besteuerung

nach

der

Leistung蝕igkeit)も後退した｡中間層は,

それ相応の公共サービス受益者であり負担者でもある｡
市場至上主義の発想は,暗黙のうちに,小さな政府ほど経済成長率を高くし,それこそが社
会的善である,との前提に立っている.しかし,そもそも,国民負担率と実質経済成長率との
間に明確な因果関係があるわけではない｡たとえば,

90年代のOECD諸国でみると,日本は低

国民負担率･低経済成長率であるのに対し,北欧4カ国(デンマーク･ノルウェー･スウェー
デン･フィンランド)やイギリス･フランス･ドイツなどは,日本より高国民負担率･高経済
成長率を記している11'｡それだけではないo前述のように,上記諸外国は,公債依存度･公債
残額(対GDP比)が比較的′トさい｡逆に日本の公債事情は,先進資本主義諸国のなかでもっと
も厳しい｡こうしてみると日本の場合,要は,経費構造に同意できないがゆえに負担増を拒否
しているということであろう｡個人的･社会的将来不安の増大傾向と構造的財政赤字は,国民
多数派の意思と現実政治との禾離が大きいことを示している,と解さねばならない 'コ)o
〔3〕周知のように,スウェーデンは高福祉高負担の典型国である｡この国も,石油ショッ
ク以降,種々の難局に直面し改革を実施してきている｡だが,この国の国･地方選挙投票率は
およそ80%と高く,かつ財政収支の均衡度も相対的に高い傾向をたどってきた1二1'oまた,地方
の自律性を尊重する西欧･北欧諸国は｢補完性の原理｣

(the principle

of

subsidiarity)に立脚し‑1｣),

フルセット型ではなくアラカルト方式にのっとり各自治体の連帯(solidarity)を重視している｡
その意味するものは,できるだけ行政権限と財源を自治体(地方政府)に移譲し,受益と負担
を近づけながら,

̀住民自身の政治的意思をよく反映させうるシステムの構築を目指している',

ということであろう｡
個人で解決できないことは家族で,家族で解決できないことはコミュニティ･基礎自治体で,
基礎自治体で解決できないことは広域自治体で,広域自治体で解決できないことは国家で,そ
して国家で解決できないことはNGO･国際機関等がという制度の創造によって,できるだけ
ニーズとコスト意識とを近づけるのである.これは,市場経済を危険にさらす構造的財政赤字
を防ぐだけではない｡住民参画社会は,住民同士の意思疎通および人間と自然文化との触れ合
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いを深めることによって,疎外感の解消に一定程度の役割をはたすであろう15)0
いま時代が求めているのは,情報公開･説明責任･住民参画(協働)が機能する新しいシス
テムと思われるo

100年に一度ともいうべき構造転換の時代に整合的な,行財政改革の必然性と

道を見逃してはならないであろう16'｡政府を中心とする一方的な統治･被統治の関係は改革を
迫られているo人間としての連帯,ソーシャル･ガヴァナンス(social

govemance)と並んで,

経済社会の移行を推進する世界的転換と国家改造に留意しなければなるまい｡
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