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好に歳出が対応しているという分権的歳出モデルという評価軸から現行の地方
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ネル推定を行った結果、厚生関係費ではなく投資的経費による地域間再分配が
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1. はじめに 

 
従来のわが国の地方自治体の財政行動は，上位政府の強い制約のため自由度が非常に小

さいと考えられてきた．また，地方交付税や国庫支出金などの移転財源の存在により，強

力な地域間再分配がなされてきたといわれている．そして地方自治体の財政行動には多く

の非効率が存在すると批判されてきた．わが国の財政制度は自治体住民の選好に沿った供

給を阻害しているという認識の下，政策決定の権限とその裏づけとなる財源を地方政府に

移す地方分権改革が進められている． 
しかし，移転財源を中心とした現行の地方財政制度の下での地方歳出構造が，現在進め

られている地方分権改革後の分権的な意思決定（地方自治体は地域からの税収で公共サー

ビスを供給し，住民の効用を最大化させる）における歳出構造と比較して，どのような特

徴を持つのかということについての考察が十分になされているとは言い難い．制度的制約

が存在しているとしても，歳出構造は分権的歳出決定モデルと整合的となっている可能性

は存在する．一方，地方交付税等を通じた配分，歳出決定が地域間での再分配を目指すも

のであるならば，分権的歳出決定モデルとは異なる結果が得られるだろう．現行の歳出決

定構造を分権的歳出決定モデルという評価軸から判断することで，地方自治体の費目ごと

の歳出決定がどのような特徴を持っているのかを把握することができる．少子高齢化が進

展し，地域間の格差が問題となってきている状況下で，たとえば社会福祉の地域間歳出傾

向がどのような特徴を持っているのか，非効率と指摘されてきた投資的経費の地域間歳出

傾向がどのようになっているのかを把握する意義は大きいといえよう． 
分権社会を控え，わが国の地方財政の研究においても分権的な歳出決定モデルの適用可

能性を実証する研究がいくつか登場してきている．わが国の地方財政に関して，分権的な

意思決定モデルを用いて実証分析を行ったものとして，中位投票者モデルに基づく地方公

共財の需要関数を推定した長峯(1992)，長峯・奥井（1999），土居(2000)，高橋・宮本(2004)
等が存在する．これら先行研究は都道府県レベルでの推定であり，わが国の都道府県歳出

の決定において，住民の選好と整合的な歳出決定がなされている可能性が強いとしている1． 

                                                  
1 ただし，どの費目が整合的であるかは研究によって異なる．例えば土居(2000)は歳出総額

が分権的需要モデルの設定を満たすとしている一方で，高橋・宮本(2004)では歳出総額は整

合的ではなく，普通建設事業費の都道府県単独分が需要モデルと整合的であると結論付け
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一方，市町村レベルでの分析はほとんど見あたらない2．その理由は，都道府県レベルで

の推定とは異なり，市町村レベルでは既存の中位所得者データを用いることができないか

らである．しかし，住民の選好が供給（歳出）に反映されると仮定する分権的供給モデル

の検討としては，住民に最も近い地方政府である市町村レベルでの検討をする必要がある．

本稿は，中位投票者仮説のわが国における適用可能性を検討する先行研究とは異なり，代

表的住民の効用を最大化する benevolent な地方政府を仮定し，住民税収によって公共サー

ビスがまかなわれる分権的歳出モデルの視点から，現行の費目別歳出構造の特徴を把握す

ることを目的とする．中位投票者モデルの検証を行った先行研究では，研究目的が中位投

票者モデルの成立の可否であるため，補助金や交付税の影響を排した地方政府単独の意志

決定（単独歳出）の部分を推定することが望ましかった．一方，本稿は中位投票者モデル

ないし分権的歳出モデルの適合の可否ではなく，分権的歳出モデルの視点から現行の歳出

構造を評価することにあるので，補助金等も含めた個々の歳出項目で推定するのが妥当で

あろう．  
本稿では，全国市レベルでの目的別歳出と普通建設事業費のデータを用いて公共財需要

関数の推定を行う．また，費目別の歳出決定構造の経年変化を把握するため，分析は複数

年度のデータを比較する．1985 年から 2000 年まで 5 年ごとにデータをとり，それぞれク

ロスセクションとパネルデータで分析を行うことで，歳出構造の変化を確認した． 
 
2. モデル 
 
分権的歳出決定モデルを以下で構築する．地域 j に住む代表的住民 i の効用関数を以下の

ように設定する．住民は私的財( i
jx )と公共財( i

jq )によって効用を得る3．また，この効用関

数は通常の性質を満たすと仮定する． 

),( i
j

i
j

i
j

i
j qxUU =        (1) 

個人が消費する公共財( i
jq )と地方政府が供給する公共財( jQ )には次の関係が存在する． 

 γ−= jj
i
j nQq        (2) 

ここでは Borcherding and Dercon (1972)，Bergstrom and Goodman (1973)型の，消費の

競合性（不可分性）をあらわす混雑パラメータ（γ）を想定する．γ=1 であるならば私的

                                                                                                                                                  
ている． 
2 市町村レベルで地方公共財需要関数の推定を行ったものとしては矢吹(1993)，吉田(2006)
等が存在するが，特定の地域・時点を対象としたものにとどまっている．一方，自治体の

費用最小人口規模を検討するために費用関数の推定を行っている研究は数多く存在する．

例えば，林(2002)参照． 
3 ここでの公共財は「公的に供給される財・サービス」のことを指す． 
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財，γ=0 ならば純粋公共財となる．  
 次に住民の予算制約式を定義する．私的財の価格はニューメレールとすると，以下のよ

うに予算制約式を定義することができる． 

 i
jjj

i
j

i
j yQctx =+        (3) 

i
jt は住民の租税シェアであり，個人の税額を歳入総額で除したものである．住民は住民税

のみを支払うと考えると，同様の所得であればどの地域においても税額は等しくなる．し

かし，同様の納税額であっても受け取る公共サービスは他の歳入（事業税や補助金，地方

交付税など）によって変化する．住民にとって，自己負担分以外の歳入の増加は相対的な

公共財に対する負担を低下させる．つまり租税シェアは実際の租税負担率としてあらわさ

れる． jc は公共財の単位あたり費用，
i
jy は課税後所得と考える4．(2)式より，予算制約式

は次のように書き換えることができる． 

 i
jjjj

i
j

i
j yqnctx =+ γ       (4) 

γ
jj

i
j nct は住民が直面する公共財消費に対する租税価格となる．(1)式の効用関数が対数線形

であると仮定し，(4)式の予算制約下で最大化すると公共財需要関数が得られる． 

 δηγ )()( i
jjj

i
jj ynctAq =       (5) 

A は定数項，ηは租税価格弾力性，δは所得弾力性をそれぞれあらわしている， 
 個人の実際の公共財需要量は知ることができない．具体的に知ることができるのは歳出

額である．歳出額は jjj QcE = という関係を持っている．そこで(2)式より， 

 δηγη )()( )1( i
jj

i
jj ynctAQ +=  

とし，更に両辺に jc を掛けると左辺を jE に変換することができる． 

 δηγηη )()( )1(1 i
jj

i
jj ynctAE ++=      (6) 

ここで，地域の代表的個人を平均所得者と考えると， 

 δηγηη )()( )1(1 M
jj

M
jj ynctAE ++=      (7) 

が得られる．添え字 M は平均所得者をあらわしている． 

                                                  
4 具体的には世帯あたり所得から住民税（市町村，県）を引き，世帯あたり人口で除して一

人あたり（課税後）所得としている．  
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 ここで問題となるのは公共財の単位費用 jc を直接把握することは困難であることである．

そこで，供給側の費用最小化行動を明示的に取り扱うケースとして Borcherding and 
Dercon (1972)より生産関数がコブ＝ダグラス型であり，労働価格( w )と資本価格( r )のみに

依存すると仮定する．さらに資本は移動可能であり，労働は移動可能ではないと考えると，

資本価格は地域間で一定となり，最小化された単位あたり費用は生産要素のみに依存する

関数となる． 

 β)(' jj wac =        (8) 

これを(7)式に導入し対数変換すると，以下のようにあらわすことができる． 

 M
jjj

M
jj ynwtAE lnln)1(ln)1(ln"lnln δηγηβη ++++++=  (9) 

 
 期待する符号条件は，人口弾力性，所得弾力性のパラメータが正，租税価格弾力性パラ

メータが負となるならば，分権的需要モデルと整合的な歳出決定がなされていると解釈す

ることができる．一方，人口弾力性，所得弾力性のパラメータのいずれか，もしくは両方

が負となる場合，再分配型の配分構造が存在すると見なすことができる．人口弾力性が負

の場合，人口規模が大きい地域よりも小さい地域において相対的に歳出が多くなされてい

るということになり，地域間再分配がなされていると考えることができるだろう．所得弾

力性に関しても地域間再分配であることに変わりはないが，所得再分配的側面が強く現れ

ると考える．一方，租税価格弾力性パラメータは常に負であることが期待される． 
 
3. 推定結果 
 
3.1. 構造改革前 

推定は政令指定都市と東京都区部，合併が行われた市を除く全国 629 都市目的別歳出を

対象に，1985 年，1990 年，1995 年，2000 年の 4 年分のデータを用いて行った．推定はモ

デルで示された人口，租税シェア，平均所得，生産要素価格としての公務員一人あたり賃

金という変数の他に5，面積と 65 歳以上人口比率を加えて行った．年度ごとクロスセクショ

ンで推定を行った結果，いずれの推定でも公共財単位費用の係数βの符号が 1 以上となり，

生産関数の制約条件を満たさなかった．そこで，土居(2000)と同様，クロスセクションの推

定では費用は地域間で一定であり，定数項に含まれると仮定して推定を行った． 
 

M
jj

M
jj yntAE lnln)1(ln"lnln δηγη ++++=  

 

                                                  
5 分析対象は公的に供給されるサービスであるので，公務員の賃金水準とした． 
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しかし，単位費用が地域間で一定とみなすのは強い，あるいは非現実的な仮定である．

そこで，この問題に対処するため，高橋・宮本(2004)を参考にパネルデータを構築して推定

を行った．固定効果モデルが採用された場合，費用格差は自治体ごと個別の固定効果に吸

収されることが期待できる． 
 推定は歳出総額と義務的経費の性質が強く，相対的に高齢化の進んだ地方部や低所得地

域において需要が大きく地域間再分配的傾向を持つと予想される民生費，裁量性が相対的

に高く，投資的経費が中心となる土木費，そして自治体単独の普通建設事業費を対象に行

った．分権的歳出モデルから評価して，義務的経費の性格が強く，地域間再分配型の歳出

項目である民生費は地域間再分配的傾向，逆に地方の裁量性が相対的に強いとされる投資

的経費である土木費や普通建設事業費は住民の選好に応じた分権的歳出傾向を示すことが

期待される．結果は以下で示す6． 
 

表１ 歳出総額の推定結果 

総額 1985年 1990年 1995年 2000年 Panel(FE)

定数項 -3.644
***

-3.812
***

-3.975
***

-3.858
***

(-53.842) (-58.055) (-44.670) (-36.525)
0.063 *** 0.030 * 0.070 *** 0.118 *** 0.142 ***

(4.178) (1.917) (3.962) (5.075) (5.471)
-0.986 *** -1.019 *** -0.983 *** -0.926 *** -0.790 ***

(-58.273) (-60.810) (-49.719) (-36.711) (-61.237)
1.217 *** 1.285 *** 1.285 *** 1.166 *** 0.999 ***

(36.563) (47.873) (31.735) (19.615) (101.752)
面積 -0.027 *** -0.029 *** -0.034 *** -0.023 ***

(-6.457) (-7.438) (-7.611) (-4.599)
65歳以上人口比 0.023 0.017 0.011 0.013 -0.393 ***

(1.444) (0.119) (0.564) (0.498) (-28.504)

サンプル数 629 629 629 629 2516

Adj 0.992 0.993 0.995 0.990 0.996

Hausman Test 439.290 ***

nln

tln

yln

2R
2R 2R 2R

 
White の一致性を持つ標準誤差を用いている．***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している 

 
 歳出総額をみてみると，符号条件は満たされており分権的歳出モデルとの整合性が非常

に高く，年度を通じて一貫した傾向にある7．パネルデータによる推定ではハウスマン検定

の結果固定効果モデルが採用された．つまり，自治体間で異なる固定効果が存在すること

を示しており，地域個々の特性，費用格差が吸収されていると考えることができる．説明

                                                  
6 固定効果モデルの推定結果ではいずれの推定結果も所得弾力性が正，租税価格弾力性が負

となっており，さらに両者のパラメータの合計は 0 以上となっている．これは Bergstrom 
and Goodman (1973)で示された公共財需要が所得の単調増加関数となるような所得弾力

性と租税価格弾力性の制約を満たしている． 
7 混雑パラメータは 1 以上となり，有効な値とはならなかった．先行研究においても混雑パ

ラメータにバイアスがかかり，有効な値とならないことが指摘されている．そのようなバ

イアスを論じたものに長峯(1998)がある．また，混雑パラメータの人口弾力性に関して詳細

に検討したものに林(2002)がある． 
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力も固定効果モデルが最も高くなっている8．土居(2000)の解釈に従うならば，歳出総額は

住民の選好を集約した歳出であると見なすことができる．しかし実際は，地方財政計画，

基準財政需要額等の算定において費目ごとに詳細な決定がなされており，歳出総額はこれ

ら費目の積み上げの結果であると考えるのが妥当であろう． 
  

表２ 民生費の推定結果 

民生費 1985年 1990年 1995年 2000年 Panel(FE)

定数項 -6.236
***

-6.027
***

-5.747
***

-4.903
***

(-22.109) (-18.644) (-17.630) (-19.683)
0.282 *** 0.301 *** 0.288 *** 0.524 *** 1.050 ***

(3.789) (4.512) (4.042) (10.279) (15.652)
-0.944 *** -0.914 *** -0.914 *** -0.661 *** -0.469 ***

(-11.926) (-12.300) (-11.647) (-12.052) (-8.138)
0.523 *** 0.664 *** 0.754 *** 0.279 *** 0.591 ***

(4.234) (5.744) (5.184) (3.011) (24.307)

面積 -0.148 *** -0.158 *** -0.176 *** -0.154 ***

(-8.440) (-10.295) (-11.332) (-12.344)
65歳以上人口比 0.308 *** 0.301 *** 0.342 *** 0.368 *** 0.508 ***

(5.096) (5.381) (6.022) (6.837) (12.216)

サンプル数 629 629 629 629 2516

Adj 0.887 0.898 0.914 0.938 0.982

Hausman Test 91.956 ***

nln

tln

yln

2R
2R 2R 2R 2R

 
White の一致性を持つ標準誤差を用いている．***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している． 

 
次に，民生費の推定結果について検討を行う．民生費の内訳は，社会福祉費，児童福祉

費，老人福祉費，生活保護費という社会福祉歳出であり，高齢化の進展した地域，所得の

低い地域に相対的に多くの配分がなされる地域間再分配の性質を持つと期待される．しか

し，推定結果は一貫して分権的歳出モデルと整合的であり，固定効果モデルが支持された

パネル推定においても同様の傾向が見られた． 
2000 年のパラメータがやや特異である理由としては，介護保険制度施行によりそれまで

民生費内の老人福祉費として歳出がなされていた部分が介護保険特別会計に移動したから

だろう．2000 年の人口弾力性が大きくなっているのは，老人福祉費の配分を通じて地域間

再分配がなされていた（相対的に人口規模の小さい地方部で大きな歳出がなされていた）

のが，介護保険によって計上されなくなったからだと考える．また，所得弾力性が小さく

なったのは，老人福祉費が抜けたことにより相対的に生活保護費の民生費に占めるウェイ

トが大きくなったこと，富裕な大都市部の老人福祉費が相対的に大きかったことを示して

いる9． 
以上のように推定結果は分権的モデルと整合的であり，想定とは逆の結果となった．民

生費は市町村の裁量性が比較的小さい歳出項目であることを考えると，民生費は地域間再

                                                  
8 パネル推定では，面積は時間を通じて変化しない変数であるため推定から除外している． 
9 都市規模・財政規模と民生費・老人福祉費には正の関係が存在すると指摘されている．齊

藤・中井（1991），坂田(2003)等参照． 
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分配の役割を荷っている費目ではなく，中央政府による配分・歳出のコントロールは分権

的歳出モデルと整合的となっていると考えることができる．つまり，人口・所得の大きい

自治体ほど相対的に多額の歳出をしているのである． 
 

表３ 土木費の推定結果 

土木費 1985年 1990年 1995年 2000年 Panel(FE)

定数項 -7.871
***

-7.440
***

-8.245
***

-9.328
***

(-25.329) (-20.051) (-29.048) (-26.624)
-0.248 *** -0.043 -0.113 * -0.310 *** -0.457 ***

(-3.687) (-0.505) (-1.894) (-4.232) (-4.524)
-1.385 *** -1.173 *** -1.126 *** -1.458 *** -1.180 ***

(-18.127) (-12.318) (-19.867) (-18.081) (-20.836)
2.045 *** 1.831 *** 1.976 *** 2.335 *** 1.557 ***

(18.181) (14.085) (16.199) (11.657) (33.183)
面積 0.001 -0.001 -0.002 0.014

(0.037) (-0.031) (-0.134) (0.839)
65歳以上人口比 -0.338 *** -0.285 *** -0.363 *** -0.516 *** -1.176 ***

(-5.292) (-4.391) (-5.352) (-6.885) (-19.721)

サンプル数 629 629 629 629 2516

Adj 0.902 0.901 0.913 0.911 0.949

Hausman Test 107.650 ***

nln

tln

yln

2R
2R 2R 2R 2R

 
White の一致性を持つ標準誤差を用いている．***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している． 

 
 民生費とは逆に投資的経費である土木費をみてみると，一貫して人口弾力性の符号が負

となっている．土木費は民生費などの経常経費と比較して，自治体の裁量性が働きやすい

と考えられているが，推定結果は人口規模に対して地域間再分配的な歳出構造となってい

ることが分かる．人口弾力性の負の傾向は 1990 年に若干弱まるものの 1995 年から再び強

まっている．これはバブル期からバブル崩壊，総合経済対策として公共事業の拡大，地方

単独事業が国の裏負担と共に奨励された流れと同一の傾向にある10．つまり，わが国では一

貫して社会福祉ではなく公共投資を中心とした地域間再分配がなされてきており，中央政

府の政策誘導の下で公共投資による再分配が強化されてきたと考えられる．ただし高齢化

率の係数も負を示していることから，高齢化が進んだ自治体というよりは，高齢化の進展

は急ではない地方小都市を中心に再分配がなされていると判断できる．高齢化が相当程度

進展した自治体は，土木費による地域間再分配の受け皿ともなりえないという状況を推定

結果は示している． 
 この傾向は自治体単独の公共投資である普通建設事業費の単独分の推定結果からも明ら

かである．不況期に入り，地方債元利償還金の地方交付税措置などによる地方単独事業の

奨励と，人口弾力性の負の傾向は同一の流れとなっている11．投資的経費による地域間再分

                                                  
10 総合経済対策は 1992 年 8 月から開始された総合経済対策を皮切りに，1999 年の経済新

生対策まで総額約 130 兆円近い経済対策である．2001 年 5 月の小泉政権誕生以降，公共事

業の見直しが進められてきている． 
11 地方債元利償還金の交付税措置（基準財政需要額への算入）による公共事業誘発効果に
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配は，補助事業を中心とした流れと単独事業を中心として流れがあり，バブル崩壊以前は

相反する傾向にあったが，総合経済対策という政策誘導によっていずれも大きく再分配傾

向を示すようになった． 
 

表４ 普通建設事業費（単独分）の推定結果 

普通建設事業費
（単独分）

1985年 1990年 1995年 2000年 Panel(FE)

定数項 -5.460 *** -5.553 *** -0.734 *** -7.573 ***

(-12.948) (-12.933) (-15.687) (-12.393)
0.033 -0.136 -0.277 *** -0.268 ** -1.303 ***

(3.928) (-1.312) (-3.184) (-2.193) (-8.587)
-0.922 *** -1.114 *** -1.312 *** -1.253 *** -1.873 ***

(-8.370) (-9.921) (-13.560) (-9.365) (-20.060)
2.155 *** 2.407 *** 2.463 *** 2.424 *** 2.733 ***

(12.403) (14.849) (14.999) (10.091) (39.817)
面積 0.083 *** 0.055 ** 0.033 0.110 ***

(3.442) (2.516) (1.491) (4.096)
65歳以上人口比 -0.248 *** -0.055 -0.203 ** -0.298 ** -2.615 ***

(-3.106) (-0.701) (-2.496) (-2.530) (-26.806)
サンプル数 629 629 629 629 2516
Adj 0.825 0.876 0.853 0.791 0.883

Hausman Test 494.390 ***

nln

tln

yln

nln

tln

yln

2R
2R 2R

 

White の一致性を持つ標準誤差を用いている．***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している 

 
 煩雑となるため表で記載はしなかったが，衛生費，教育費，消防費に関しても同様に推

定を行った．それぞれの歳出項目が分権的歳出モデルと再分配モデル，いずれに当てはま

るかを分類したのが表５である． 
 

表５ 目的別歳出の適合性 
分権的歳出傾向 総額・民生費・衛生費・教育費・消防費 
地域間再分配傾向 土木費・普通建設事業費（単独分） 

 
 表からも明らかなように，義務的経費中心の歳出項目は分権的歳出モデルと整合的であ

り，投資的経費は地域間再分配傾向を持っている12．地方分権 21 世紀ビジョン懇談会(2006)
によれば13，市町村の基準財政需要額のうち，標準団体一般財源における義務的経費の「裁

量度合いの少ない事務」の割合は，消防費が 100％，教育費が 77％，厚生労働費が 89％と

高くなっている．また，全体における義務的経費の割合は 81％である．一方，土木費は 53％
                                                                                                                                                  
関しては土居・別所(2005)参照． 
12 民生費の生活保護費と社会福祉費，衛生費，消防費の測定単位は人口となっている．ま

た教育費は児童・生徒・学校数であり人口規模に準じていることから，基準財政需要額の

算定段階においてある程度固定的な配分構造となっており，後で述べるように義務的経費

の占める割合が多く，交付団体が圧倒的であることから概ね配分に準じた歳出がなされて

いると考えられる． 
13 第８回会合資料(2006 年 4 月 14 日開催) 
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と義務的経費の割合は低くなっている．また，経済財政諮問会議(2006)では14，地方歳出の

9 割は国が基準付けしていると指摘している．井堀利宏・岩本康志・河西康之・土居丈朗・

山本健介（2006）は，市町村の基準財政需要額のうち，国の義務づけがあるのは 44％であ

ると指摘している15．  
以上のように，わが国の地方（都市）歳出構造は，義務的経費が多くを占める民生費や

衛生費，消防費や教育費など，裁量性の低い費目に関しては分権的需要モデルと整合的な

配分コントロールがなされてきた．その一方，相対的に裁量性の強い投資的経費，特に単

独事業費の歳出を通じて地域間再分配がなされている．投資的経費の歳出決定における決

定権は市町村に属するものの，国の政策誘導を通じて，またはそれを利用して，地域間再

分配的が長期間にわたり続けられてきたのである． 
 
3.2 2000 年以降 

2000 年には地方分権一括法が施行され，2001 年の小泉政権発足以降，市町村合併の推進，

そして三位一体改革の進行など，国と地方の財政関係の見直しが積極的に進められてきて

いる．このような変化が推定結果に影響を与える可能性は大きいと思われる．そこで，入

手可能な最新のデータとして，2004 年の都市データを用いてこれまでと同様の推定を行っ

た．ただし，65 歳以上人口比は 2005 年国勢調査のデータがまだ得られないため推定から

除外している．また，平成の大合併による市町村合併やそれに伴う新市制施行のため，サ

ンプル数はこれまでと異なっている． 
 

表６ 2004 年の推定結果 

総額 民生費 土木費
普通建設事業費

（単独）

定数項 -3.784
***

-5.032
***

-7.620
***

-0.849
***

(-49.716) (-27.022) (-25.656) (-17.383)
0.113 *** 0.543 *** 0.042 -0.319 **

(7.124) (14.981) (0.717) (-3.424)
-0.925 *** -0.606 *** -1.117 *** -1.370 ***

(-52.170) (-14.571) (-16.726) (-12.824)
1.135 *** 0.122 * 1.854 *** 2.752 ***

(30.560) (1.612) (13.641) (14.655)
面積 -0.023 *** -0.114 ** -0.038 ** 0.126 ***

(-6.410) (-10.971) (-2.338) (4.664)
サンプル数 714 714 714 629
Adj 0.990 0.947 0.883 0.791

nln

tln

yln

nln

tln

yln

2R  
White の一致性を持つ標準誤差を用いている．***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している． 

 
 推定の結果，総額，民生費はこれまでの推定と同様，分権的歳出モデルと整合的な歳出

                                                  
14 2006 年 5 月 10 日竹中議員提出資料 
15 基準財政需要額において国の義務づけ部分が相当程度存在することは確かであるが，そ

の割合は異なっていることが分かる．また，基準財政需要において算定されたとおりに歳

出がなされているかどうかについては注意が必要である． 
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構造となっている．説明変数が異なるため単純な比較はできないが，民生費の所得弾力性

パラメータの推定値はそれ以前より小さくなっている．2000 年の推定結果からもその傾向

は見てとれるが，少子高齢化の進展のなかで，民生費は地域間の所得再分配機能を強めつ

つあると判断できる． 
 一方，土木費に関してはこれまで地域間再分配の性質を強く特徴づけていた人口弾力性

パラメータの推定値が，有意ではないものの正へと変化した．これは構造改革の進展によ

って公共事業のうち，特に補助事業を中心に歳出抑制や配分の見直しがなされてきた結果

であると考える．わが国の地方歳出の地域間での傾向として，これまでの推定結果が示す

ように，長らく公共投資を通じた地域間再分配が進められてきていたが，構造改革によっ

てこの配分構造に変化が生じてきている． 
 しかし，地方単独の普通建設事業費については，人口弾力性の負の傾向はむしろ強まっ

てきている．国が主導する補助金を中心とした公共投資の配分構造が変化していく中で，

地方を中心とした自治体は未だ単独事業を活発に行っていることが伺える．人口規模の小

さい自治体の多くは財政基盤の弱い交付団体であることを考慮すれば，地方交付税歳入を

裁量性が相対的に高い公共投資に振り分けていると考えることができる． 
 
4. おわりに 
 
分権的歳出モデルの観点から現行の都市歳出を評価した結果，多くの歳出項目が分権的

歳出モデルと整合的であるという結果が得られた．これら歳出項目は地方自治体の裁量性

の低いものであり，国の強力なコントロールが働いた結果，見かけ上，分権的モデルと整

合的な歳出がなされていることを意味している．圧倒的に交付団体が多い現状を加味する

と，これら歳出に関しては一部の富裕な自治体以外は算定（配分）された部分に応じるだ

けの歳出行動を取っていると解釈できる．しかし，特に民生費など本来再分配的性質を持

つ歳出項目が需要モデルと整合的であるという結果は，人口高齢化と少子化による地域間

財政基盤の格差が進行しているわが国の地方財政において問題が大きいと考える．財源保

証の算定を簡素にする流れが進んでいるが，いわゆる「交付税の特定補助金化」の問題を

解決し，裁量性を担保することが求められる． 
一方，投資的経費が分権的歳出モデルと整合的ではなく，一貫して再分配モデルと整合

的であるという結果は，わが国の地域間再分配が福祉歳出ではなく公共投資によってなさ

れてきたことを示している．また，経済対策が行われた時期に特に再分配的傾向が強まっ

ていることから，地方自治体は裁量性の強い歳出項目に資源を振り分け，国が裏負担を行

うことで政策誘導を行っているという構造が見てとれる．この点に関しては，暗黙の財政

保証によって裁量性の高い歳出に資源を振り分けるという行動を生み出していることを踏

まえ，国と地方の財政規律を明確化する必要があるだろう． 
地方公共財需要関数の推定を通じたわが国の都市歳出構造の検討結果として，国のコン

トロールによって想定とは逆の結果が生じている事が明らかになった．公共投資による地

域間再分配は，人口規模の小さい自治体に関して過大な配分がなされており，配分の非効
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率性が存在している可能性がある．また，分権型歳出がなされている厚生衛生支出は，中

央政府の暗黙のコントロールによって本来必要とする自治体でより過小な歳出しか行って

いない可能性がある． 
 構造改革以降の推定結果からは，民生費が所得に関して再分配型にシフトしつつある点，

土木費が分権型へとシフトしつつある点から，構造改革によって地域間の公的資源配分，

歳出構造に変化が生じてきていることが明らかとなった．しかし，財源保証を背景とした

単独事業費の再分配傾向は高まってきていることを踏まえると，地方交付税制度の一層の

改革が必要である． 
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