
地方自治体には、地理的・社会的条件により財政

力に格差がある。全国７８２市の中で、最も財政力指数

の高い東京都武蔵野市（⑱単年度１.７６３）と最も低

い北海道歌志内市（⑱単年度０.１２６）には、１.６３７

の開きがある。

地方交付税制度は、国から地方自治体への財政移

転によって、こうした自治体間の財政力格差の均衡

化を図り、どの地域の住民にも一定水準のサービス

を提供できるよう財源を保障することで、地方行政

の自主的・計画的運営を保障することを目的として

運用されるものである。しかし最近では、１９５４年

（昭和２９年）の制度創設から５４年を経て、地方交付

税制度に対する批判・見直し議論が高まっている。

本稿では、特に経済学的非効率性や、自治体の負

担意識希薄化によるモラルハザード要因であるとし

て、経済財政諮問会議・財務省などから槍玉にあが

っている地方債元利償還金に対する交付税措置につ

いて考察する。

地方債元利償還金の基準財政需要額算入には、次

の２つの手法が用いられる。（注１参照）

（１）標準事業費方式による単位費用への算入

人口や面積などの客観的な測定単位により、投

資的経費を算定し、単位費用に算入する方式。（全

国総量の理論償還費を、標準団体の額に置き換え

て、関係費目の単位費用に算入する方式。したが

って、この方式により算入された地方債元利償還

金相当額については、関係費目における測定単位

（例えば、道路橋りょう費であれば「道路の延長」、

河川費であれば「河川の延長」）に応じて算入され

るため、各年度の各団体における実際に返済する

元利償還金相当額とは一致しない。）

（２）事業費補正方式による算入（注２参照）

各地方自治体の実際の公共事業負担額や、その

地方負担に充てた地方債発行額の一定割合を補正

係数化することにより、基準財政需要額に算入す

る方式。

＜事業費補正係数の算出方法＞

実際の経費（注３参照）
事業費補正係数＝―――――――――――

測定単位×単位費用

地方債元利償還金に対する交付税措置が問題と

なるのは、主に（２）の事業費補正方式の是非を

巡ってである。地方交付税の基準財政需要額の算

定は、各行政経費に相関度の高い指標である「測

定単位」に、全団体共通の「単位費用」を乗ずる

ことで、各団体が必要とする金額（＝基準財政需

要額）を算出する仕組みをとっている。自然的・

社会的経費に差をもたらしている事由のうち、ｉ）

その影響額が顕著なものであり、ｉｉ）ある程度普

遍的なものであって、ｉｉｉ）その影響を客観的な資

料によって係数化できるものは補正対象となり、

補正係数を乗じて基準財政需要額を算出する。測

定単位や補正係数といった、算出の基となる指標

には、統計数値などの客観的なものを用いること

で、恣意性を排除し、算定の公平性・中立性を保

つこととしている（交付税の静態性原則）。事業費

地方債元利償還金の交付税措置２つの方法

はじめに
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補正は、そのような交付税の「客観的指標による

算定」という原則に反して、例外的に実際の投資

的経費の財政需要を交付税算定に反映させるもの

である。

事業費補正導入の経緯を以下で概観する。

当初、交付税制度の静態性原則への矛盾から、限

定的に導入された事業費補正は、平成１４年度まで、

地方自治体の実情に即して、動態的な財政需要の算

定を強化する目的のもと、種類を増やし、算入率を

上げながら拡大を続けてきた。当初は、国庫支出金

で補助される事業の地方負担分（いわゆる「裏負担」）

の一部の財源を保障することが基本となっていたが、

地方単独事業についても、１９９０年代の景気対策と絡

んで、事業費の財源の一部に地方債が認められ、財

政力に応じた元利償還金の交付税措置（３０～５５％）

が後年度に行われた。

平成１４年度の事業費補正の見直しは、前年６月に

閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会

の構造改革に関する基本方針（骨太の方針）」におい

て、「地方の負担意識を薄める仕組みを縮小し、自ら

の選択と財源で効果的に施策を推進する方向に見直

していくべきである」とされたことを受けたもので

あり、公共事業に係る事業費補正の措置率を概ね半

減させるなどの抜本的な見直しが行われた。

＜平成１４年度の事業費補正見直しの内容＞

公共事業等及び地方単独事業の全般が対象。平

成１３年度までの既発債に係る元利償還金について

は従前の措置を継続。見直し後の措置は、平成１４

年度の地方負担額分に係る地方債の元利償還金か

ら適用。廃止が決定した地域総合整備事業に関し

ては、平成１３年度までに着手したものについて、

経過措置を講じる。

１．公共事業等の見直し

【地方債充当率の見直し】

・見直し前　原則９５％　⇒　見直し後　原則９０％

【事業費補正等における算入率の見直し】

・見直し前の１／２程度に当たる３０％程度に引き

下げ。（引き下げ相当分は、標準事業費方式に振

替。標準事業費方式では的確に捕捉できない港

投資的経費に係る基準財政需要額
算定方法の変遷（※「表１」参照）
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湾・ダム事業などについては、見直し前の２／３

程度に当たる４５％程度に引き下げ。）

２．単独事業の見直し

・地方単独事業については、事業費補正による算

定の対象事業を限定。地域総合整備事業債は廃止。

ハコモノ整備は原則対象外とし、環境問題への対

応、科学技術の振興などいわゆる重点７分野に係

る基盤整備事業に対象事業を限定した「地域活性

化事業」を創設するとともに、「合併特例事業」

「防災対策事業」を創設。

高度経済成長期から、長引く低成長期への移行に

伴う経済基調変化の影響が目立ち始めたこの頃から、

国と地方の危機的財政状況が指摘されることが多く

なった。交付税総額の膨張への議論から、交付税の

あり方について、「額が多すぎる」「手厚すぎる」「複

雑すぎる」といった批判が噴出するようになり、中

でも、「地方債元利償還金を交付税で手当てする仕組

みが、地方自治体の負担意識を薄め、無駄な公共投

資を助長し、不必要に贅沢な施設の建設などの地方

単独事業が行われているのではないか」として、事

業費補正が槍玉にあがった。

こうした、「事業費補正モラルハザード要因論」に

対しては、『地方財政計画の歳出は、その多くは国が

決めた教育・福祉の実現などであり、国が期待する

公共投資の実現である。基準財政需要額の水準が

「高い」とするならば、国家としての福祉や教育の水

準を下げ、国家として期待する公共投資の量を下げ

ることである』（岡本　２００２）『すべての出発点は国

の義務付けであり、交付税の規模は義務付けられた

行政の大きさを反映しているにすぎない』（青木

２００４）といった反論とともに、地方債を発行し、景

気対策事業に協力してきた地方側からは、国政のツ

ケを転嫁されたといった反発も見られた。ともあれ、

平成１４年度の算定方法の大幅な見直し後、現在に至

っても、事業費補正の見直し論・全廃論は根強く残

っている。（注４参照）

地方交付税には、二つの弱点がある。

一つは、事業費補正導入の経緯からも明らかなよ

うに、投資的経費の捕捉に弱い点である。公共事業

には様々な種類があり、数年ないし数十年に一度し

か行わない大型事業については、標準的事業水準を

設定することは困難であるため、投資的経費の算入

は、静態性原則に反した動態的な算入になりがちで

ある。事業費補正批判論の中には、国による財源保

障の対象は、基本的には経常的な経費についてのみ

とし、建設事業については、国同様に全額地方債で

賄い、その利払いや償還は自前で捻出すべきという

主張も見られる。（土居　２００７など）。しかし、義務

教育の教職員の経費については、経常経費として財

源保障の対象とするが、教職員が活動する場として

の小中学校の設置については、建設事業であること

から財源保障しないということは、地方交付税のあ

り方として、妥当なものといえるだろうか。

二つ目は、交付税は制度上、景気変動に対して脆

弱な点である。基準財政収入額は、好況期には増加

し、不況期には減少することから、必要となる地方

交付税額は、好況期に減少し、不況期には増加する。

一方、交付税に充当される法定五税は、好況期に増

加し、不況期に減少することから、不況期には交付

税の財源が不足する。要らない時にたくさんあって、

要る時に小さくなる。そのため、景気の悪い時期は

借入で凌いで財源不足を解消し、元利償還金を交付

税算入して好景気に均すのは、景気変動の吸収とい

う点で、交付税制度では必要かつ有効な制度である。

事業費補正は、交付税の静態性原則と、「必要な団

体に、必要な時に、必要な財源を保障する」という

原則の狭間で生み出され、制度の弱点を克服するた

めの役割を果たしてきた。評価は分かれるところで

あり、今後も社会的状況の変化に応じた見直し（事

業費補正方式による算定を、個別事業ごとにどの程

度適用するか、マクロ的に見てどの程度の水準にす

るかといった、基準財政需要額への反映の程度の見

直し）の必要性は充分認識されるが、性急な全廃論

に至っては、事業費補正の役割や導入の経緯を顧み

事業費補正の必要性

26 自治大阪 ／ 2008 － 3
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ない、極端なものといわざるを得ない。

投資的経費の場合、経常経費のように標準的な人

件費や事務費を積算し、単位費用をつくることは、

「あるべき単位と単価」がないので、全国総量＝地方

財政計画歳出に計上した総額のうち、国庫補助金・

地方債などを除いた一般財源部分を、どのように配

分するかの問題になる。事業費補正の算入率が引き

下げられた分は、標準事業費方式・事業費補正方式

（事業費補正係数の差引き）によって、単位費用に算

入される。事業実施団体に集中的に配分されていた

基準財政需要額を、全団体に配分しなおすことが目

的である。地方財政全体のマクロ・レベルでは、事

業費補正方式による減少額と単位費用に算入された

増加額は、同額確保され総額には影響しない。

地方財政法第１１条の２において、公共事業の地方

負担分は交付税で措置することと定められている中

にあって、財源保障を標準事業費方式のみで行うか、

事業費補正方式も併せて行うか、どちらが適当かと

いえば、事業費補正を併せて行う方が良いだろう。

社会資本整備が一定程度行き渡り、公共事業促進の

時代にひと区切りついた現在では、整備済み施設の

維持・修繕など、単位費用で措置された分を基金に

積み立て、必要に応じて貯金を崩すか、地方債を発

行し、償還財源に充てるかで対応できるケースが増

えてきた。しかし、義務教育施設の大規模改修や廃

棄物処理施設の更新など、事業費や年度間の波が大

きく、事業費補正の即戦力的役割が重要となる部分

は依然として残っている。また、財政力の弱い多く

の自治体で一般財源が不足している地方財政の現状

を踏まえると、将来に備えて基金を積み立てるより、

事業費補正の方が現実的な場合も多いだろう。

いずれにせよ、標準事業費方式・事業費補正方式

ともに、単独では投資的経費に対する財源保障手段

として万全ではない。両者を事業の性質に応じて使

い分け、組み合わせるバランスや対象事業のあり方

こそ課題となるが、事業費補正方式そのものに問題

があるわけではない。

要は使い方次第であり、どのような事業について

事業費補正を適用するかが重要となる。対象事業を

選別する際に留意する点を二点挙げる。

（１）投資的経費に係る基準財政需要額の算定に当た

っては、地方単独事業・国庫補助事業・国庫負担

事業の区別に留意する。

各事業を区別することへの留意を挙げたが、これ

は、「国が義務付けている事業」及び「国が明確な基

準を定めている事業」を、国の必要最小限の財源保

障の対象とし、「地方が採否を判断できる事業に係る

経費」については、地方が自主的に判断すべきであ

るという、いわゆる「地方財政計画二分論」（平成１６

年８月３１日・経済財政諮問会議・有識者議員提出資

料）に同調するものではない。地方単独事業を交付

税で措置することの意義を、改めて考える必要があ

る。

交付税は、地方が自由に使える、縛りのない一般

財源である。義務付けがある部分だけを財源保障の

対象とするのであれば、補助金や交付金と変わりは

ない。一般財源で財源保障しているため、財源と使

途の対応関係が見えづらくなり、無駄な事業に充て

ているのではないかという疑念を抱かせているが、

産業振興や福祉の単独事業のように、義務付けがな

い、あるいは弱いものでも、地方が必要に迫られて

行っている事業は多い。過去の一般廃棄物処理事業

のように、国の予算の関係で国費が付けられなかっ

たものや、防災対策事業のように、財源保障付きの

単独事業の形で地方へ委ねてきた経緯のものもある。

地方単独事業や地方独自施策については、普通税

の２５％相当分の留保財源部分で対応するものとされ

ている。現状、地方財政計画ベースでは、公債費の

約半分で交付税措置があり、地方財政計画全体で見

た場合、交付税措置のない元利償還金は、留保財源

を下回っている。しかし、個別団体で見た場合、特

に税源の乏しい財政力の弱い団体は、留保財源で対

応すべきとされる交付税措置のない元利償還金が、

実際の留保財源を上回り、少ない留保財源では対応

しきれない状態に陥っている。（※「表２」グラフ①

参照）。財政力の弱い団体でも、一定の事業は必要で

事業費補正の際の留意点
～「本来の」事業費補正へ～

27自治大阪 ／ 2008 － 3

00自治大阪2008.03月号  08.3.24 4:15 PM  ページ 27



あり、そのため地方単独事業であっても、一定割合

は基準財政需要額に算入する必要がある。

対象事業の安易な拡大を防ぐためにも、標準的行

政水準を見直し、義務的な部分と、そうでない部分

とに分けるという作業は重要である。地方単独事業

の中で、標準的と言えない部分があるのならば、財

源保障から外せば良い。中には、財源保障から外す

のであれば、直轄事業として国に引き取ってもらう

ことが妥当な事業もあるだろう。一見、地方分権の

流れに逆行するようだが、量的な歳出が国から地方

へ動くことが分権ではない。

義務付けのない部分・基準が明確でない部分を、

どこまで財源保障の対象とするかについての議論は、

今後の自主財源拡充の流れの中で、留保財源対応の

部分をどこまで増やすかの議論と、表裏一体である。

対象事業を節度を持って選別・重点化していくこと

で、「必要な団体に、必要な時に、必要な財源を保障

する」という、事業費補正の当初の導入目的に沿っ

た役割を果たすことができる。

（２）政策誘導的な要素を排除し、真に標準的行政サ

ービスと考えられる範囲に事業を重点化する。

前述のとおり、基準財政需要額の算定には、恣意

性を排除した客観的な指標を用いることが原則とさ

れており、実際の財政需要を算定に反映する事業費

補正はその例外である。特定の政策を選択するか否

かで需要が増減することは、交付税制度上、本来的

には望ましいものではない。

平成１９年度算定から、「頑張る地方応援プログラ

ム」の交付税による支援措置が導入された。これは、

標準的に単位費用に算入されている各種の行政経費

を、○行政改革指標○製造品出荷額○農業産出額○

事業所数○出生率○転入者人口○小売業年間商品販

売額○若年者就業数○ごみ処理量、という９つの成

果指標に即して、補正係数により割増算定（注５参

照）を行うものである。平成１７年度導入の「行革イ

ンセンティブ算定」同様、課税努力や行革努力への

取組を交付税算定に反映させるものだが、制度導入

までの過程で、政策誘導的なものではないか、交付

税の実質的な補助金化ではないかとの疑義も挙がっ

た。

自治体の行財政運営における創意工夫が求められ

る中、頑張る地方を支援する必要性は認められる。

しかしそれは、地方共有・固有の財源である交付税

で行うべき支援だろうか。

「ふるさと１億円」（昭和６３年度に２割・平成元年

度に残り８割を交付税算定）や、地域総合整備事業

債、合併特例債を引き合いに出すまでもなく、国の

政策的な観点から交付税を算定することは、過去に

も行われてきた。真に必要な支援であれば、国が国

費を用いて行えば良く、今後は、交付税は地方自治

体の独自財源であるという点を基礎として、こうし

た政策誘導的なものは極力除いていくべきである。

さらに、このような算定が入り込むことによって、

本来他の費目で見られるはずの需要額が削られるこ

とや、交付税の予見可能性が低下することへの留意

が必要である。地方自治体の財政運営が厳しさを増

しているのは、交付税総額が減っている以上に、各

団体が自由に使える部分が減っていることにも原因

がある。過去の景気対策で発行した地方債の償還金

のウエイトが高まり、その負担に苦しんでいる現状

で、これ以上基準財政需要額が窮屈になることは避

けねばならない。（※「表２」グラフ②参照）。

交付税措置がある場合、自団体の少ない負担で事

業が行えるということに意識が向きがちだが、地方

債は結局のところ借金であることに変わりはない。

必要な事業を行うために交付税措置を活用すること

は有効だが、必要性の検討が不充分なまま、安易な

事業選択で後の世代に負担を付け回すようなものに、

事業費補正を用いてはならない。自治体間の納得が

広く得られる公平な配分となるよう、国と地方が協

働して事業費補正のあり方を考える必要がある。

平成１９年版地方財政白書（平成１７年度決算）による

と、全国市町村の歳入に占める交付税の割合は１５.３％、

地方税は３５.０％であった。交付税制度創設の昭和２９

年度には、交付税８.５％、地方税４２.４％であり、交

おわりに

28 自治大阪 ／ 2008 － 3

00自治大阪2008.03月号  08.3.24 4:15 PM  ページ 28



付税が市町村の財政需要増加に対して担ってきた役

割の大きさがうかがえる。しかし、交付税は一般財

源とはいえ依存財源であり、本来的には「純粋一般

財源」である地方税で対応するほうが、地方財政の

自立という点からすれば、望ましいものである。

交付税は、額が小さすぎれば、義務的経費の支出

に終始し、独自施策を行う余裕もなく自治は育たな

い。一方で、額が大きすぎる場合も、歳出・歳入に

知恵を絞り、住民と協働しながら自治体を運営する

必要性・重要性の認識が薄れ、自治が育たない怖れ

がある。

適正規模を見極める難しさという点で、本稿で考

察した事業費補正についても、同様のことが言える。

事業量を増やせば増やすほど需要額が積みあがる仕

組みを持つ事業費補正の割合が際限なく拡がれば、

批判される「モラルハザード要因」にもなり得る。

しかし、事業費補正をやめて、単位費用だけで措置

するとなると、事業をしてもしなくても同じだけ交

付税が入ってくることとなる。

新規のハコモノ建設が一段落したとはいえ、今後

は、整備した施設の耐震化や老朽化、統廃合などへ

の対応の必要性が高まることが見込まれる。そのよ

うな状況で、事業費補正を急激に縮小するというよ

うな性急な制度変更を行えば、税源の乏しい自治体

が公債費に多くの一般財源を充てざるを得ず、地方

債償還費の累増で財政危機に陥ったという、１９５０年

代前半の繰り返しになることが懸念される。

地方自治においては、「自由と責任を持って自立」

することが重要であり、そこには「財政的な自立」

も含まれる。しかし、自治体運営の「公平性・平等

性」の確保も重要であり、自治体間に冒頭述べたよ

うな格差がある現状においては、交付税制度などに

より、「住民が必要とする事務」に要する自治体の財

源を適切に確保し、保障する必要がある。財政力が

弱く、住民生活に不可欠な公共サービスの提供に困

難を来たしている自治体は、交付税総額の圧縮とと

もに増加している。そのような団体の財源確保にお

ける交付税の重要性を考える時、昨今の急速な制度

変更の中での極端な算定方法の簡素化には充分な検

討が必要である。

今後、地方財政計画の圧縮・地方税の充実に伴い、

地方交付税の総額は減少が見込まれるが、地域間財

政力格差は拡大する可能性が高い。財政力格差の是

正という交付税の役割は依然重要であり、事業費補

正を用いた的確な財政需要把握の要請は、むしろ高

まっていると考える。

脚　注

注１　厳密に言えば、これら以外に病院事業債・簡

易水道事業債など、密度補正における公債費

算入や特別交付税による元利償還金措置もあ

るが、その規模は上記２手法に比べ小さい。

注２　事業費補正には、補正係数で行うものと、元

利償還金又は起債額を測定単位として行うも

のの２種類があり、後者を「公債費方式」と

呼ぶことがある。

注３　実際の経費は、理論償還方式（地方債同意・

許可額×理論償還率）又は実額償還方式（実

際の元利償還金）として計算される。なお、

算定方法簡素化の観点から、平成１２年度以降、

理論償還の拡大が実施されている。

注４　『１０年後までに地方債の完全自由化を実現す

る。それに伴い、新発地方債に対する交付税

措置を全廃するべきである。その際、投資的

事業に対する財政措置のあり方を、国と地方

の役割分担の改革の中で抜本的に見直すこと

が必要である』（地方分権２１世紀ビジョン懇談

会：平成１８年７月３日報告書）

注５　割増算定額＝単位費用×測定単位×連乗補正

係数×（α－１）×β

α…成果指標（変化率）の割増係数

（１≦α≦２）

β…単位費用に占める割増対象経費の割合
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表２　地方と都市の比較～団体間格差の拡大状況～
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