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     本稿は，中央政府の制約下にあると言われてきたわが国の現行の地方歳出構造

において，地域間で差異が見られるのかという問題を定量的に検証した。まず，

全国 629 都市を対象に因子分析とクラスター分析を行い，地域を 5 つのクラス
ターに分割し，パネルデータに対して係数ダミーを用いて歳出構造の同質性につ

いて検討を行った。結果として，特に高齢化の進んだ地域やいくつかの歳出項目

において歳出構造の差異性が見られるのもの，それは中央政府による再分配を通

じたものであることが明らかとなった。 
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1. はじめに 

 
三位一体改革の進展，平成の大合併など，国と地方の財政関係の改革が急速に進展して

きている。その背景として，従来のわが国の地方政府の財政行動は上位政府の強い制約と

介入が存在し，地方交付税や国庫支出金などの移転財源によって強力な地域間再分配がな

されているため，地方政府の自由度が小さく非効率な財政運営がなされてきたという認識

がある。地方分権改革は，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こと

を目的としているのである。地方分権論の理論的根拠としては，Oates(1972)が中央政府に

よる画一的な公共サービス供給と比較して，各地域の選好に沿うように地方政府によって

なされた公共サービス供給のほうが効率的となるという「分権化定理」を示している。 
しかし，現行の地方財政制度が権限，財源の双方において国の強い制約下にあるという

認識は多くの研究者間で概ね一致しているものの，現行制度下での地方政府に対する財源

配分や地方政府の歳出構造が，それぞれの地域特性や住民選好を反映したものとなってい

るのか，それとも地域間の差異性を無視して均一的なものとなっているのかという点に関

して，十分に検討がなされてきたとは言いがたい。中央集権的な配分・歳出構造であると

いう事実は，必ずしも地域間における歳出構造の同質性を意味するものではない。基準財

政需要額の算定段階では，各地域の社会経済特性がある程度織り込まれているが，それが

地域間での歳出構造の差異性として現れる可能性がある。また，各地域は限られた裁量的

予算の範囲内で独自の歳出決定を行なっていることも充分想定できる。つまり，中央集権

的な財政構造下にあっても，地方政府の歳出構造の均一化は保証されているわけではなく，

実証的に検討すべき課題として残されているのである。 
地方分権論の進展とともに，わが国の地方政府の公共財供給が住民の選好に沿ったもの

であるかという点に関する研究がいくつか進められてきている。たとえば，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)など，

中位投票者仮説の検証が都道府県歳出を対象に行われている1。一方，地方公共財需要に対

                                                  
1 どの費目が中位投票者モデルと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

と結論付けている。 



 - 2 -

する地域間の差異性を検証した研究は非常に少ない。都道府県レベルの公共投資と地代，

賃金水準に関して，事業分野別にヘドニックアプローチによって検討を行った田中（1999），
本稿が対象とする市町村(都市)レベルでの分析を行った矢吹（1993），吉田（2006）など，

わずかしか存在していない。財政制約下の地域間歳出構造については，検討する余地が大

きいといえるだろう。 
矢吹（1993）は，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県の 1 都 3 県の都市目的別歳出を対

象に地方公共財需要関数の推定と地域間の歳出構造の差異性の検証を行っている。地域間

検定に際して，住民は居住する地域ごと異質な公共財に対する選好を持ち，距離的に近接

する自治体ほど選好の差異性も小さいという，地域間の segregation を仮定している。これ

は，Gramlich and Rubinfeld（1982）による Tiebout 仮説の検証をわが国に応用したもの

である。地域を各都県下の市という範囲で区分し，各地域のクロスセクション推定量を F
検定を行うことで検証した結果，民生費に関して地域間で有意に差異が見出された。また，

東京都下の市は他の地域の歳出構造と顕著に異なることが示された。しかし，需要関数の

定式化において費用が明示的に織り込まれていない点，地域の選定において都県単位でま

とめているため，上位政府の影響を排除できていない点，対象とする都市が 1 都 3 県と限

定的であるという点で改善の余地がある。 
吉田（2006）は，近畿 2 府 4 県の市を対象に，目的別歳出のウェイトに関して地方公共

財需要関数の推定と地域間の歳出構造の差異性の検証を行っている。費用として修正基準

財政需要額を算出することで自治体間の公共財供給価格(費用)を明示的に組み込み，地域は

社会・経済変数を用いた因子分析とクラスター分析を行うことで類型化を行っている。結

果として，目的別歳出のウェイトはクラスター間で異なっており，クラスターの地域特性

に整合的な歳出項目のウェイトが大きくなっていることが明らかになった。また，対人的

な財に関して地域間の差異が存在する一方，土木財については差異が認められなかった。

以上のように，費用の明示性，上位政府の影響を排除した地域分類がなされている一方で，

やはり対象とする都市サンプルが限定的であるという点が残っている。 
そこで，本稿では対象とする都市サンプルを全国に拡大し，目的別歳出データを用いて

地方公共財需要関数の推定と地域間歳出構造の差異性を検証する。高橋・宮本(2004)が指摘

しているように，パネルデータを構築することで通常は観察不可能な公共財単位費用(価格)
を明示的に織り込み，クラスターによって都市を社会・経済特性ごとに分類し，地域間の

歳出構造の再生を検討する。本稿の構成は以下で示す。2 節では地方公共財需要関数のモデ

ルの構築を行う。続く 3 節では全国 629 都市を因子分析とクラスター分析によって社会・

経済特性が同質的な地域サンプルへと分類する。4 節においてクラスターごとの推定値に対

して分散分析を行うことで，クラスター間での歳出構造の差異性を検討する。最後に 5 節

で分析結果のまとめを提示する。 
 
2. 地方公共財需要関数の定式化 
 
本節では地方公共財需要関数を構築する。地域 jに住む代表的住民 iの効用関数を以下の
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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2。また，この効用関

数は通常の性質を満たし，地域間でスピルオーバーは発生しないと仮定する。 

),( i
j

i
j

i
j

i
j qxUU =        (1) 

また，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 であるならば公共

財は私的財と同様に（分離可能な形で）消費され，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。住民の所得は私的財と公共財への支出に相当する。

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代表的住民の租税負担率としてあ

らわされる。住民税率が固定的な構造の下での政府間補助の増大は租税負担率を下げつつ

歳出拡大を可能にすることから，地域住民，住民の公用を最大化させる地方政府ともに望

ましいものとなる3。 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。 

                                                  
2 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。 
3 井堀（2004）では，地方政府が地域間補助を通じた中央政府財源へのただ乗り行動を行

っている事を指摘している。 
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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(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。需要関数を歳出の形に置き換えるため，歳出額と公共財の関係式 jjj QcE = を用

い，(2)式で示した関係を当てはめると以下のように書き換えることができる。 

 δηγη )()( )1( i
jj

i
jj ynctAQ +=      (6) 

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 ++=      (7) 

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 ++=      (8) 

が得られる。添え字 M は平均所得者をあらわしている。これを対数変換すると，以下のよ

うにあらわすことができる。 

 M
jjj

M
jj ynctAE lnln)1(ln)1(ln"lnln δηγηη ++++++=   (9) 

上記の式において，公共財単位費用（ jc ）は得ることが困難である。先行研究において

も公務員の賃金水準等を代理変数として推定しているが，モデルと整合的な結果は得られ

ていない。そこで，土居(2000)では単位費用を地域間で一定とし，定数項へ含めることを提

案している。しかし，単位費用が地域間で一定という仮定は非常に強い。そこで，高橋・

宮本(2004)では，パネルデータを構築し，地域個別の固定効果に費用格差が含まれると想定

して検討を行った結果，固定効果モデルが支持された。本稿もこれに習い，パネルデータ

を構築して推定を行う。推定式は以下で示す。 

M
tjtj

M
tjtjtj yntAE lnln)1(lnlnln " δηγη ++++=   (10) 

ここで添え字 t は時間(年度)を示している。固定効果モデルが支持された場合，地域間で

個別の費用格差が存在することが想定される。一方，変量効果モデルの場合，費用格差は

地域間でランダムに分布していると考えられる。期待する符号条件は，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。そのうち，人口弾力性のパラメータが

負となる場合に関しては，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
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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。一方，所得弾力性のパラメータが負となる場合，分権的モデルではなく地域間

で所得再分配型の配分構造が存在すると見なすことができる。この場合，該当する公共サ

ービスは正常財の想定を満たさないので，民生費など地域間においても所得再分配的な性

質を持つ歳出以外でこのような推定結果となった場合，モデルの定式化に誤りがあると考

えられる5。また，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. 地域クラスタリング 

 
本節では，吉田（2006）と同様，全国 629 都市を地域特性が同質的なクラスターに分類

する。まず，各都市の人口構造や産業構造といった変数を用いて因子分析を行い，因子を

抽出する。抽出された因子は各変量の背景となる要因（傾向）として解される。次に，抽

出された各都市の因子得点を用いてクラスタリングを行い，地域特性ごとのクラスターを

構築した。 
 
3.1 因子分析 
 因子分析は各都市の人口構造や産業構造といった変数を用いて行った。分析に用いた変

数は 2000 時点のものを採用している。採用した変数は「若年人口比率」「高齢者人口比率」

「昼夜間人口比率」「第 1～第 3 次産業就業人口比率」「世帯あたり人口」（以上，出典は『国

勢調査』），「農業粗生産額」（『生産農業所得統計』），「製造品出荷額等」（『工業統計表』），「商

業年間商品販売額」（『商業統計表』），「住民 1 人あたり課税対象所得」（『個人所得指標』）

の 11 変数である。主因子法による因子分析を行い，得られた初期解に対して基準バリマッ

クス回転を行い，固有値 1 以上を基準に因子を採用したところ，因子数は 4 となり，累積

寄与率は 67.43%となった。 
 

表 1 回転後の固有値，寄与率，累積寄与率（固有値 1 以上） 

因子 固有値
因子寄与率

（％）
累積寄与率

（％）
1 2.71 24.60 24.60
2 2.28 20.75 45.35
3 1.35 12.27 57.62
4 1.08 9.81 67.43  

 
 次に，各変数と各因子の因子負荷量の特徴を検討することで，各因子を定義づけた。因

子負荷量は表 2 で示している。 
 
 
                                                  
5 少子高齢化の進展により，高齢化が進行した地方部と生産年齢人口が多い都市部を比較し

た場合，福祉歳出に関して地域間再分配がなされている可能性がある。この場合，福祉歳

出を通じた地域間再分配は世代間の再分配と同様の性質を持つ。 
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表 2 回転後の各変数と各因子間の因子負荷量 

変数 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

若年人口比率 -0.025 0.120 0.084 0.830
高齢者人口比率 0.854 0.122 -0.087 -0.455
昼夜間人口比率 0.409 0.039 0.426 -0.007
第1次産業就業人口比 0.828 0.130 -0.032 0.035
第2次産業就業人口比 -0.179 0.943 0.039 -0.014
第3次産業就業人口比 -0.361 -0.929 -0.026 -0.011
農業粗生産額　　　　　　　　 0.313 0.032 0.500 0.208
製造品 出荷額等　　　　　　　 -0.347 0.165 0.515 -0.018
商業年間 販売額 -0.233 -0.282 0.783 -0.009
一人当たり所得 -0.811 -0.058 0.058 -0.149
世帯人口 0.178 0.609 -0.139 0.340  

 
 第 1 因子は高齢者人口比率，第 1 次産業就業人口比において高い正の負荷を持ち，一人

当たり所得に高い負の負荷を持つことから，「農村化因子」と考える。正が農村化・高齢化

である。第 2 因子は第 2 次，第 3 次産業人口比がそれぞれ逆方向に高い負荷を持っている。

そこで，「産業構造因子」と名づける正が 2 次産業化傾向，負が 3 次産業傾向である。第 3
因子は商業販売額を筆頭に各生産額が高い負荷を持ち，昼夜間人口比率も高い。つまり経

済活動の活発さと強い関係があることから「経済活動拠点因子」とした。最後に第 4 因子

は若年人口比率が強い正の負荷を持っている。そこで「若年傾向因子」とした。全国規模

で見た場合，必ずしも高齢化の進んだ地域において若年者が相対的に少ないわけではない

ことを示しており，大都市圏のみサンプルよりも人口構造は多様化していると考えられる。 
 
3.2 クラスター分析 
 各都市の各因子に対する 4 つの因子得点を用いてクラスター分析を行い，各都市を同質

的な地域特性ごとのクラスターに分類する。クラスター分析は階層的分類を実施し，距離

測度に平方ユークリッド距離，クラスタリング法には Ward 法を採用している。分析の結果，

629 都市を 5 つのクラスターに分類した。表 3 は各クラスターにおける各都市の因子得点

ごとの平均値である。 
 

表 3 各クラスターにおける因子得点の平均値 
都市数 第1因子得点 第2因子得点 第3因子得点 第4因子得点

クラスター1 71 -0.124 -0.549 1.833 -0.091
クラスター2 160 -1.373 -0.673 -0.441 -0.165
クラスター3 163 1.226 0.393 -0.176 -0.601
クラスター4 116 0.556 -0.359 -0.251 0.990
クラスター5 119 -0.302 1.044 -0.015 0.134  

 
まず，第 1 クラスターに関しては，第 3 因子得点の平均が高く，唯一正となっている。

また，第 3 次産業傾向が強いことから，「中心都市(経済拠点)クラスター」と定義した。次

に，第 2 クラスターは第 2 因子得点の平均値が強い負（第 3 次産業傾向）である一方，第 3
因子得点も強い負（経済活動が活発ではない）であり，人口構造も高齢化も若年齢化もし

ていないという状況から，「近郊都市クラスター」と定義した。このクラスターには郊外型
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の居住都市が入ると想定される。第 3 クラスターは第 1 因子得点が最高値であり第 4 因子

得点が最低値であることから「高度高齢化都市クラスター」であると考える。続いて第 4
クラスターは第 4 因子得点が極めて高い一方で，第 1 因子も正の値をとっていることから

「若年・高齢混在都市クラスター」と定義した。最後に，第 5 クラスターは第 2 因子得点

が最も高いことから「第 2 次産業都市クラスター」と定義した。表 4 では各クラスターに

所属する代表的な都市を示している。 
 

表 4 各クラスターにおける代表的な都市 

第1クラスター 第2クラスター 第3クラスター 第4クラスター 第5クラスター

函館市，青森市
盛岡市，秋田市
山形市，福島市
水戸市，宇都宮市
前橋市，川越市
市原市，立川市
相模原市，長岡市
富山市，金沢市
福井市，甲府市
長野市，岐阜市
静岡市，豊橋市
津市，堺市
尼崎市，和歌山市
米子市，岡山市
下関市，徳島市
高松市，久留米市
佐賀市，長崎市
熊本市，大分市
宮崎市，鹿児島市
他

小樽市，むつ市
宮古市，塩竈市
日立市，日光市
太田氏，春日部市
船橋市，武蔵野市
鎌倉市，新津市
加賀市，敦賀市
高山市，沼津市
岡崎市，松阪市
宇治市，高槻市
芦屋市，生駒市
松江市，呉市
山口市，丸亀市
新居浜市，太宰府市
佐世保市
他

夕張市，釜石市
白石市，能代市
寒河江市，喜多方市
渋川市，所沢市
銚子市，小平市
小千谷市，氷見市
輪島市，飯田市
美濃市，天竜市
熊野市，長浜市
舞鶴市，箕面市
小野市，奈良市
有田市，倉吉市
出雲市，備前市
尾道市，萩市
鳴門市，観音寺市
宇和島市，室戸市
大牟田市，伊万里市
水俣市，別府市
えびの市，枕崎市
他

江別市，弘前市
水沢市，石巻市
鶴岡市，須賀川市
黒磯市，越谷市
成田市，稲城市
新発田市，小浜市
富士吉田市，中野市
瑞浪市，鳥羽市
大津市，福知山市
岸和田市，明石市
大和高田市，橋本市
鳥取市，津山市
伊予市，柳川市
鳥栖市，諫早市
八代市，中津市
延岡市，鹿屋市
那覇市
他

北上市，本庄市
米沢市，白河市
下館市，佐野市
伊勢崎市，上尾市
茂原市，武蔵村山市
大和市，三条市
高岡市，小松市
武生市，韮崎市
岡谷市，大垣市
掛川市，豊川市
鈴鹿市，彦根市
枚方市，伊丹市
大竹市，新南陽市
西条市，大川市
他

 

 
第 1 クラスターには県庁所在地や各都道府県の代表的な都市が多く入っている。第 2 ク

ラスターは大都市圏（南関東，愛知，近畿）の市が多数入っている。第 3 クラスターは北

海道の炭鉱があった市や，東北地方の小都市など，地方小都市が多く含まれる。第 4 クラ

スターは若年人口比率が相対的に高い都市が含まれており，沖縄県の市はほぼこのクラス

ターに含まれている。最後に第 5 クラスターは第 2 次産業従事者の比率が高く，北関東の

都市が相対的に多い。クラスター所属都市から見て，各クラスターの定義は妥当であると

いえるだろう。 
 
4. 地域間の差異性の検証 
 
本節では，2 節で提示した地方公共財需要関数のモデルに基づき，費目別の都市歳出の推

定を行う。そして，3 節で示した地域クラスターごとの推定値に対して分散分析を行うこと

で，クラスター間での推定結果が異なるのかを検討する。推定は財政制度が異なる政令指

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 年分のパネルデータを用いて行った。推定はモデルで示さ
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れた人口，租税シェア，平均所得に 65 歳以上人口比率を加えて行った。財政データに関し

ては『市町村別決算状況調』より，人口，高齢者人口は『国勢調査』より，平均所得は『個

人所得指標』より用いている。歳出項目は民生費，衛生費，土木費，教育費，消防費，都

市単独の普通建設事業費を用いている。 
 
4.1 パネル推定結果 
 2 節(10)式で示された歳出関数を用いて，費目別のパネル推定を行った。結果は以下で示

す。 
 

表 5 費目別歳出の推定結果 

総額 民生費 衛生費 土木費 教育費 消防費
普通建設事業費

（単独分）

0.992
***

0.182
*

-0.249
***

-0.007 0.545
***

-0.921
***

(15.189) (1.761) (-2.639) (-0.059) (-8.392) (-6.527)

-0.334
***

-0.602
***

-1.446
***

-1.112
***

-0.189
***

-2.467
***

(-5.850) (-8.835) (-20.538) (-14.296) (-3.934) (-24.576)

0.242
***

0.954
***

2.040
***

1.355
***

0.385
***

3.403
***

(3.233) (6.308) (14.949) (8.934) (4.426) (20.593)

65歳以上人口比 0.193
***

-0.204
*

-0.124
***

-0.220
**

-0.203
***

0.587
***

(3.134) (-1.737) (-1.239) (-1.954) (-2.773) (-3.825)

年度ダミー

1990年 0.116
***

0.048 -0.251
***

-0.136
**

0.213
***

-0.297
***

(3.134) (0.891) (-5.214) (-2.495) (6.464) (-4.745)

1995年 0.322
***

0.146 -0.651
***

-0.498
***

0.442
***

-1.145
***

(6.193) (1.393) (-6.886) (-4.802) (6.902) (-9.579)

2000年 0.382
***

0.205 -0.921
***

-0.623
***

0.518
***

-1.629
***

(6.156) (1.617) (-8.099) (-5.030) (6.698) (-11.197)

サンプル数 2516 2516 2516 2516 2516 2516

Adj. R-squared 0.983 0.930 0.954 0.924 0.969 0.915

Hausman Test 31.791 *** 16.480 *** 13.599 ** 22.869 *** 22.103 *** 85.979 ***

nln

tln

yln

 
注1） White の一致性を持つ標準誤差を用いている。括弧内は t 値。 

注2） ***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している。 

 
 ハウスマン検定はいずれの推定でも有意であり，固定効果モデルが選択された。つまり，

費用格差も含めて地域ごと固有の差異を織り込んだ推定結果となっている。期待する符号

条件，有意水準はいずれも満たしているが，人口弾力性の符号については歳出項目間で違

いが見られる。有意ではなかった教育費は除いて，民生費，衛生費，消防費といった自治

体の裁量性の低い費目については人口弾力的な配分（歳出）構造となっており，相対的に

裁量性の高い投資的経費（土木，普通建設事業）に関しては，地域間再分配傾向が見られ

る。わが国の地方歳出構造は，予算制約が強い対人的な財に関しては概ね人口・所得規模

に準じた歳出がなされる一方で，投資的経費を通じた再分配がなされてきたと解釈できる6。

                                                  
6 地方交付税の特定補助金化が指摘されているが，地方分権 21 世紀ビジョン懇談会(2006)，
経済財政諮問会議(2006)，井堀・岩本・河西・土居・山本（2006）等によれば，民生費や

衛生費，教育費，消防費といった歳出項目は基準財政需要額の算定段階において義務的経

費の占める割合がほとんどである一方，土木費は相対的に低くなっている。都市（市町村）
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また，費目ごとに得られた歳出の特徴は，クラスターごとの推定においても同様の傾向が

見られる。 
 
4.2 費目別歳出構造の差異性 
 本小節では，第 3 節で地域特性ごとに作成したクラスター間で歳出構造が異なっている

のかを検討する。分析の手順はクラスターごとに 4.1 節で行ったのと同様のパネル推定にお

いて，クラスターごとの係数ダミーを導入し，推定結果を比較する。地方政府の歳出行動

が中央政府による画一的な供給制約下にあるとするならば，係数ダミーは有意な値をとら

ないことが期待される。第 1 クラスター，第 3 クラスターはそれぞれ特徴的であるため，

第 2（周辺都市）クラスターを係数ダミーの基準として採用し，モデルより得られた人口弾

力性，租税価格弾力性，所得弾力性にそれぞれ所属クラスターダミーを導入する。表 6 で

示した結果は，10%水準以下で有意であったパラメータのみを記載している。 
 

表 6 クラスターダミー推定結果 

総額 民生費 衛生費 土木費 教育費 消防費
普通建設事業費

（単独分）

0.989 *** 0.553 *** -0.179 0.316 0.867 *** -0.670 ***

(6.272) (2.729) (-0.977) (0.157) (8.917) (-2.615)
クラスター1

クラスター3 0.524 * -0.301 **

(1.734) (-2.328)
クラスター4

クラスター5

-0.423 *** -0.593 *** -1.282 *** -1.044 *** -0.092 * -2.463 ***

(-3.253) (-5.725) (-11.974) (-8.934) (-1.863) (-15.631)
クラスター1

クラスター3 0.210 * -0.445 ***

(1.759) (-3.538)
クラスター4 -0.203 * -0.370 ** -0.297 **

(-1.644) (-2.412) (-2.233)
クラスター5

0.208 *** 1.006 *** 2.201 *** 1.197 *** 0.366 *** 3.372 ***

(2.574) (6.142) (14.865) (7.657) (4.264) (18.752)
クラスター1

クラスター3 -0.205 ** 0.201 ** 0.315 ***

(-2.419) (2.127) (2.634)
クラスター4 -0.170 **

(-1.974)
クラスター5 -0.206 *

(-1.694)

nln

tln

yln

 

注１） White の一致性を持つ標準誤差を用いている。括弧内は t 値。 

注２） ***は 1％，**は 5％，*は 10％水準で有意であることを示している。 

  
                                                                                                                                                  
歳出は，基準財政需要額算定の影響を強く受けていると考えられ，推定結果はこのような

国の制約を反映したものとして解釈するのが妥当である。都市歳出項目別の歳出（配分）

傾向のより詳細な検討に関しては中澤（2006）を参照されたい。 
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分析結果からは，第 2 クラスターと比較して第 3 クラスターがいずれかのパラメータに

ついて有意に異なっている。また，第 1 クラスターは全ての項目で異なっていない。第 3
クラスターは「高度高齢化都市クラスター」であり，第 1 クラスターが「中心都市クラス

ター」であることを踏まえると，「近郊都市クラスター」から社会・経済条件が最も異なる

クラスターにおいて歳出構造の差異性が強く，最も近いクラスターでは歳出構造は異なら

ないという結論が得られる。つまり，公共財単位費用の差異以外の，社会・経済条件の距

離に応じて，わが国の都市歳出構造は異なっていると結論付けることができる。 
多くの差異は租税価格弾力性，所得のパラメータに現れている。各地域の租税価格は，

単位費用以外にも特定補助金や一般補助金（地方交付税）の配分を通じて大きく変化する。

このような移転財源の大きさが，各クラスターの歳出構造に影響を与えていると考えられ

る。財政力指数のクラスター平均値を見てみると，歳出構造が異なっていない第 1，第 2 ク

ラスターは共に 0.80 と高くなっている。次に平均財政力指数が高いのは第 5 クラスターの

0.73 であり，これもほとんどの項目でパラメータは第 1，第 2 クラスターと等しくなって

いる。一方，第 4 クラスターは 0.57，第 3 クラスターは 0.49 と低くなっており，移転財源

に対する依存度が高いクラスターほど多くの項目でパラメータが有意に異なっていること

が分かる。 
費目別で見てみると，民生費の第 3 クラスターにおける租税価格弾力性パラメータは基

準と比較して正の傾向となっている。高齢化が進展している地域では，負担率上昇による

需要の減少・負担率減少に拠る需要の増加が相対的に少ないことが分かる。第 3 クラスタ

ーは財政力が低く，多くの移転財源が投入されているが，歳出傾向は他のクラスターと比

較して相対的に一定であることが伺える。一方，他のクラスターでは顕著な差は見出せな

かった。また，衛生費もほぼ地域間で差異が存在していない。これら費目は中央政府によ

る強い歳出制約に応じた歳出がなされていると考える。 
一方，土木費は最もクラスター間における差異が顕著な歳出項目となった。自主財源の

貧弱な第 3，第 4 クラスターにおいて有意に異なっているが，移転財源の投入によって租税

価格弾力性が大幅に引き下げられつつ歳出（供給）がなされている状況を表しており，そ

のため所得の増加に対する需要の伸びも低くなっている。対照的なのが自治体単独の（補

助によらない）歳出である普通建設事業費のパラメータである。補助が介在していないた

め，租税価格弾力性は地域間で等しい一方，第 3 クラスターの所得弾力性は基準クラスタ

ーよりも高くなっている。つまり，自主財源の大きさが単独事業費にはより明確にあらわ

れている。単独事業費は概ね通常の需要がなされていると思われるが，地方債の交付税措

置などによる裏負担を利用した単独事業拡大の影響も存在するだろう。 
 教育費は年齢構造に強い関係がある第 3，第 4 クラスターにおいて差異が生じている。特

に第 4 クラスターは租税価格弾力性が強い負を示しているが，これは交付税や国庫補助金

を中心とした自己負担分以外の財源の投入によって，需要が急激に伸びていることを示し

ている。また，消防費も人口弾力性で第 3 クラスターが，租税価格弾力性で第 4 クラスタ

ーが有意に異なっている。第 3 クラスターは消防という公共財的性質が強い財における規

模の経済性が生じていると考えられ，第 4 クラスターは若年者が多く成長中の都市におけ
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る消防需要の高まりと示すと考える。 
 分析結果をまとめると，高齢化が進んだ地域（第 3 クラスター）の歳出構造は各歳出項

目において異なっている一方，中心都市（第 1）は完全に同質的であり，第 2 次産業都市（第

5）クラスターも比較的近い構造を持っている。このような構造の違いは各地域の自主財源

の強さと関係を持っており，基準財政需要額の算定と地方交付税の配分によって，ほぼ同

質的な歳出構造を構成しつつ地域間再分配がなされていると考えられる。 
 上記の推論は費目別の歳出構造によっても明らかである。地方政府の裁量性が弱く，普

遍的な歳出である厚生衛生費は，民生費における高齢化クラスター以外は歳出構造が見ら

れない。また，裁量性が弱いものの地域の年齢・人口構造に影響を受けるサービスである

教育費や消防費は，該当する第 3，第 4 クラスターにおいて歳出構造に違いが見られる。一

方，裁量性が比較的強い投資的経費である土木費は，これも第 3，第 4 クラスターにおいて

有意に異なっている。しかし，単独歳出である普通建設事業費ではこの構造が異なってお

り，相対的に自主財源に乏しい第 3，第 4 クラスター地域は補助事業を中心に歳出を変化さ

せている可能性が強い。 
 以上のように，特定の地域，歳出項目で歳出構造に違いが見られるものの，それは中央

政府による算定と配分の結果生じたものである可能性が強いと考える。 
  
5. おわりに 
 
本稿は，中央政府の制約下にあると言われてきたわが国の現行の地方歳出構造において，

地域間で差異が見られるのかという問題を定量的に検証した。まず，全国 629 都市を対象

にパネルデータを構築して分析を行った結果，義務的経費の割合が強い歳出項目に関して

は分権的歳出モデルと整合的な結果が，裁量性が比較的強い投資的経費に関しては地域間

再分配傾向にあることが明らかになった。これは中澤（2006）で論じているように，地方

政府の自主的な歳出行動の結果というよりは，中央政府によるコントロールと政策誘導の

結果であると考える。 
 次に，因子分析とクラスター分析の結果，地域を 5 つのクラスターに分割し，係数ダミ

ーを用いて歳出構造の同質性について検討を行った。結果として，自主財源の強さ（移転

財源の大きさ）の距離に応じて歳出構造の同質性が薄れていき，高齢化や若年化といった

人口・年齢構造が異なるクラスターにおいて歳出構造が大きく異なっていることが明らか

になった。以上の分析から，わが国の地方歳出構造は地域特性に応じて差異は認められる

ものの，その要因は移転財源に依存する度合いが強い高齢化・若年化地域に相対的に多く

の配分がなされた結果であると解釈できる。それは費目別でみた歳出構造の検討結果から

も推測できる。 
最後に，今後の課題を簡単に述べる。本稿の結果は，先行研究の結果とは異なっている

部分が存在する。研究対象やモデル，推定方法に違いがあるため単純な比較は不可能であ

るが，特に土木費に関しては地域間で差異が無いという先行研究に対して，本稿では最も

異なっているという結果となった。これは推定対象を全国に拡大したためであると考えら
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れ，また，投資的経費による地域間再分配が指摘されてきたわが国の地方財政事情とも整

合的であるが，検討を要する課題である。また，本稿における歳出構造の差異性が，配分

や供給の効率性の観点からどのように評価できるのかについて研究を進める必要がある。

このような一連の検証行うことが，あるべき国と地方の役割分担，財政調整と政府間関係

を構築に寄与すると考える。 
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