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只友 景士

安倍政権が昨年末に誕生し、本格的な予算編

成に入ろうとしています。本日、ここにお越し

の皆さんにとって、一番の関心は、地方交付税

と公務員給与の削減問題だと思います。そうい

った問題含めて、2013 年度の地方財政につい

てお話ししたいと思います。

政権交代と「アベノミクス」

「アベノミクス」とは？

安倍政権の出だしを、新聞等マスコミは「ロ

ケットスタート」と評価しています。たしかに

次々と政策を打ち出している点では、「ロケッ

トスタート」だと思います。しかし、このロケ

ットがどこへ行くのかについては、大変な不安

を感じています。

なぜかというと、経済学的にいろいろな考え

方をごちゃ混ぜにして、一貫性がありません。

そして、ある人たちには大変な痛みを与え、あ

る人たちには大変な利益を与える政策です。

「日本を立て直す」と言っていますが、失敗す

るのではないかと危惧しています。

「アベノミクス」は、「公共事業」「金融緩

和」「成長戦略」という“3 本の矢”で、経済

成長を図るとしています。安倍総理は山口県出

身ですので、毛利元就公の故事から名付けたも

のだと思いますが、この“3 本の矢”は、必ず

しも財政だけで実現できるものではありません。

「公共事業」

「第一の矢」は、財政出動による公共事業の

増発です。政府は、2012 年度補正予算と 2013

年度予算を合わせて「15 カ月予算」と言って

いますが、これがくせ者で、国民の期待はふく

らみますが、その本質を国民が的確に理解する

のを難しくしていると思います。

2012 年度の 2 月補正予算は、2 月 14 日に国

会を、政府原案通りに通過しました。補正予算

のうち 2 兆 4426 億円程度が、復興とは別の一

般会計予算で歳出される公共事業費。2013 年

度予算の中の公共事業費は 5 兆 2853 億円です

から、あわせて 7兆 7279 億円になります。

2012 年度当初予算は、4 兆 5734 億円でした

から、2012 年度の公共事業費の 1.7 倍を確保

して、有効需要を創出し、景気の回復につなげ

ようという政策です。

民主党政権では、発足当時、「コンクリート

から人へ」というスローガンを掲げていました

が、自民党政権になってまた、「人からコンク

リートへ」に変わりました。

有効需要を増やすには、公共事業しかないわ

けではありません。民主党政権時代に取り組ん

だ「子ども手当」の増額でも、増やすことがで

きます。日本のマスコミは、個人に直接再分配

を図るときには「バラマキ」と言い、公共事業

によるバラマキに対しては、バラマキとは言い

ません。実際は、財政出動によって有効需要を

増加させる政策手段として、消費を直接増やす
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経路から行くのか、公共事業の経路から行なう

かというだけの違いです。

「金融緩和」

2 つめの「金融緩和」は、インフレターゲッ

トを導入しました。世界で、この政策を導入し

た国は、これまでにもありましたが、デフレ下

で導入したのは日本だけです。これまでインフ

レターゲットを導入した国は、急速なインフレ

に対して、それを抑えるためにターゲットを設

定しています。それについては一定程度の成功

を収めています。ところが、デフレ下で同じよ

うに成功するのかどうか。一部の経済学者の頭

の中ではできると考えているのですが、おそら

くできないと思います。

ケインズは、金融政策効果の非対称性を、紐

で説明しています。インフレが進んでいるとき

に、金利を上げることで、上昇しようとする力

を引っ張ることができます。しかしこの紐は、

下に押し下げても何もできません。このような

紐の例えのように金融政策効果には、非対称性

があります。

この 20 年間、日本は、金融緩和を低金利政

策で行なってきました。日銀は、大量の資金を

市中に供給してきた。しかし、経済は上向きま

せんでした。「金利を下げれば投資が増える」

というのは、公務員試験でも出題されますが、

ケインジアンからすると、それは間違いです。

金利を下げても投資は増えない。現在の日本の

現状が、それを証明しています。それにもかか

わらず、政府と日銀は政策協定を結び、2 ％の

物価上昇が達成できるまで、金融緩和しようと

しています。アメリカはさらにひどい状況です。

FRB（米国連邦準備理事会）は、失業率が下が

るまで金融緩和すると決めました。

金融緩和をすると円安基調になるというのは

わかっています。金融緩和によって市中に円が

あふれますので、円の価値が下がる。つまり、

他の通貨に比べて円安が進みます。円安は、昨

年 12 月に行なわれた衆議院総選挙の前日から、

進んだように思われています。そのため、安倍

総理は「政権に就いたら日銀と一緒に金融緩和

をする」と言っていたから、それで円安が進ん

だと言われています。しかし、これは、安倍総

理の運の良さがあったと思います。

「成長戦略」

公共事業費を増発することで、ゼネコンの株

が上昇しました。また、円安が進んだおかげで、

電機や自動車など日本の有力な輸出関連企業の

収益の改善が見込まれています。

「成長戦略」では、日本経済再生会議や産業

競争力会議など、有識者会議を次つぎに立ち上

げ、規制緩和などを検討していくようです。企

業の競争力を強化するため、減税や優遇措置な

ども検討していくとされています。

円安・株高は｢アベノミクス｣の効果か？

第 1次安倍内閣は、上げ潮派の成長戦略しか

なかったのですが、現在は大きく異なっていま

す。

現在、株価の上昇や円安によって、一見、

「アベノミクス」がうまくいっているように見

えます。しかし、本当は違います。いろいろ調

べてみて驚くようなことがわかりました。

皆さんの中には、ソフトバンクの携帯電話を

もたれている方もおられるので、ご存知の方が

多いと思いますが、ソフトバンクは昨年 10 月、

アメリカのスプリント・ネクステルという携帯

会社を買収したと発表しました。買収総額は約

1 兆円です。この 1 兆円は、外国為替市場で円

を一気にドルに交換しました。政府・日銀が、

外国為替市場に介入する場合、1 日に 1 兆円程

度です。ソフトバンクは 1社で 1 兆円を交換し

ましたから、政府・日銀の市場介入と同じ程度

2013 年度地方財政計画の動向 17



の効果が生じます。どうも、この時期から円安

が進み出したというのが、市場の見方です。

また、日本はついに貿易赤字国になったと報

道されています。その原因として、輸出の不振、

原子力に代わる火力発電のための燃料の輸入が

増加したことが指摘されています。貿易赤字に

なると、輸入企業は、決済をドルでするため、

円を売ってドルを買う。つまり貿易赤字になっ

たことで、円を売る企業が増え、円安基調にな

りました。

さらに、日本が円高だった理由の一つに、ユ

ーロ圏のギリシャやイタリア、スペイン、ポル

トガルなどが経済危機に陥ったことがあげられ

ます。ユーロ圏はどうなるかわからないため、

資金が潤沢にある中東の政府系ファンドなどが、

大量の円買いに向かいました。それが、ユーロ

の安定が見込めそうになって、最近は、円を売

ってユーロを買う国際的な資金移動があります。

「金融緩和をする」というアナウンス効果だ

けでも円安はおきますが、それだけではなく、

円安が進む構造的な状況があるということです。

2013年度政府予算案の概要と特徴

2012 年度補正予算と 2013 年度予算の
「15 カ月予算」

図 1 は、『週間東洋経済』に掲載された「補

正予算を含めた 15 カ月予算の内訳」、また図 2

は、「2013 年度予算の歳入・歳出構造」をグラ

フにしたものです。

新聞各紙は、2013 年度予算編成で、「税収見

込み 43 兆円、国債発行額 42 兆 8000 億円と 4

年ぶりに税収と公債金の逆転している異常事態

を脱した」と書きました。麻生財務大臣が、財

務省に苦心をさせて、歳入に国債の償還財源と

して積み立てている中から 7兆円を取り崩して、

繰り入れました。借金返済のために積み立てて

いるのですから、本来はしてはいけないことま

図 3 緊急経済対策の内訳

(出所)朝日新聞 2013 年 1 月 12 日付朝刊

でして、税収見込額が国債発行額を超える形に

したわけです。

また、民主党政権時代、財政規律の目安であ

った「国債の新規発行高 44 兆円以下」「政策経

費 71 兆円以下」を、なんとか実現した形にな

っているのが、2013 年度の当初予算です。

しかし、「15 ヶ月予算」でみると、違ってき

ます。安倍総理は「15 カ月予算」だと言って

いるわけですから、補正予算を緊急経済対策と

し、2013 年度の先行実施と見る方が良いので

はないかと思います。

図 3 は、『朝日新聞』に掲載された「緊急経

済対策の内訳」です。総額は 10.3 兆円。その

うち 8兆円は追加の国債発行でまかなわれます。

これを 2013 年度予算の 44 兆円に加えると、52

兆円です。ただ、基礎年金の国庫負担など 2.8

兆円は、追加の国債発行 8兆円のうち 2.6 兆円

をあてますが、消費税が増税されたら、そこか

ら返済する予定のものです。

2013 年度予算の特徴

2013 年度予算の特徴の１つは、先ほどから
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図 1 補正予算を含めた 15 カ月予算の内訳

図 2 2013 年度予算の歳入・歳出構造

出所）『週間 東洋経済』（2013 年 2 月 16 日号）

お話ししている「公共事業費の増発」です。

2 つめは、「震災復興特別交付税」です。復

旧・復興事業の地方負担分、地方税の減収分等

を全額措置するため 0.6 兆円確保しています。

復興予算は、2012 年度より 6 兆円上積みし

ました。この 6兆円は、日本郵政株式の売却益

4 兆円と、一般会計の決算剰余金等 2 兆円から

充当する計画です。2011 年度に、復興予算枠

を、5 年間で 19 兆円としていますから、25 兆

円になったということです。19 兆円の予算枠

のうち、最初の 2年間で 17 兆 5000 億円を使っ

ています。しかし、現場では人手不足が深刻で、

予算の執行残が大量にある状態です。予算規模

の拡大は、本当に復興にとって必要なのか、復

興を効果的に支える行財政の在り方については、

検証が必要です。

｢ 2013 年度地方財政対策｣のポイントと

地方自治体への影響

「2013 年度地方財政対策」の最大の特徴は、

地方公務員給与の削減です。
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総務省自治財政局が、1 月 29 日に公表した

「2013 年度地方財政対策のポイント」では、

「地方が安定的に財政運営を行なうことができ

るよう、一般財源総額を 2012 年度と同水準を

確保」したと書かれています。一見「確保」し

たように見えますが、じつは地方公務員給与費

の臨時特例があります。2013 年 7 月から国家

公務員と同様に給与削減を実施することを前提

としています。この額は 8504 億円です。当初

は、給与削減分を交付税から減額するだけの話

だったのですが、地方と国の話し合いの場で、

「これはおかしいのではないか」という地方側

からの指摘を受けて、「防災・減災事業、地域

の活性化等の緊急課題へ対応するため、給与削

減額に見合った事業費、歳出に特別枠を設定し

て計上」しました。その額は、8523 億円です。

この 8523 億円の内容は、① 全国防災事業費

（地方負担分）973 億円、② 緊急防災・減災

事業費 4550 億円、③ 地域の元気づくり事業費

3000 億円。ところが、この①と②の事業費は、

100 ％地方債を充当しなければなりません。そ

して、「この地方債の元利償還の際に、①は 80

％、②は 70 ％を、地方交付税措置する」とし

ています。つまり「地方交付税で 70 ～ 80 ％み

てあげるから、借金をして事業をしなさい」と

いうものです。

③の「地域の元気づくり事業」は、地域経済

の活性化事業など、各地域の実状に応じた地域

の元気づくり事業について、普通交付税で措置

するというものですが、算定に当っては、各地

方公共団体のこれまで人件費削減努力を反映す

るというものです。「削減する努力をすれば、

この事業費を出します」ということです。

私は、これを見て、なんというやり方だろう

かと思いました。週刊東洋経済が報じているよ

うに、地方公務員給与費の 8500 億円、生活保

護費の 670 億円を削減して、防衛費 400 億円、

公共事業 7119 億円にまわすという構造です。

地方公務員給与費削減は何が問題か？

地方公務員給与費を削減することの何が問題

か。このセミナーに参加した皆さんからは、給

与が下がれば、「欲しい物を買うのを控える」

「旅行に行く回数を減らす」など、消費を控え

るというお話しが出ました。人間として、給与

が下げられたら、面白くないですね。ある意味

で、人間の尊厳に関わる問題です。

また「地方分権の流れに逆行するのではない

か」という指摘もありました。その通りだと思

います。これまで、地方公務員の給与は、地方

自治体で決めてきた。したがって、地域の給与

水準から突出して高くなるようなことはしてこ

なかったはずです。地方議会としてもチェック

してきた。にもかかわらず、政府から「下げ

ろ」と言われている。

国家公務員の給与は、震災復興のために、2

年間の限定で引き下げられました。その結果、

地方公務員の給与のラスパイレス指数が、100

を超えるところがたくさん出てきた。これは当

然です。基準である国が下がったのですから。

では、財政学者は、こういった問題をどう考え

るかです。

1949 年に、コロンビア大学の C.S.シャウプ

を団長とする税制調査団が来日しました。日本

中を調査して、日本再建のための租税政策と地

方財政制度を勧告したのが、「シャウプ勧告」

です。戦後の日本財政の仕組みの骨格になるも

のを勧告したとして、大変、有名なものです。

この前年の 1948 年に、ドッジ予算というのが

組まれました。当時、日本は悪性のインフレに

見舞われていたため、銀行家のドッジがやって

きて予算を組んだわけです。その時に、今の地

方交付税に相当する地方配付税を大幅に削減し

ました。その結果、1948 年の地方財政は、計

画的な行政ができなくなるなど大変混乱しまし
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た。そういった状況のなかで、この「シャウプ

勧告」が出されたわけです。

シャウプ勧告は、国が独断的に地方の予算枠

を決めるようなことをしてはならない、と言っ

ています。当時の地方自治体は、まだ充分に民

主化が進んでいない時代です。しかし、「地方

自治は民主主義の学校だ」として、地方自治体

の民主化に重点をおきました。さらに、地方自

治体が、住民に対して教育や福祉などの現物給

付をすることで、日本は復興する。住民に対す

る現物給付は、国民への投資であって、その投

資によって日本は復興すると考えていました。

地方自治を強化するということは、民主主義も

充実し、復興も果たせる「一石二鳥」の効果が

ある。そのためには、地方自治体が安定的、計

画的な行政ができるような配分のルールが必要

で、国庫支出金を全廃して、地方配布税を地方

平衡交付金制度につくりかえ、地方自治体に財

政上の自治を確保することが重要だと、勧告で

指摘しています。シャウプ勧告の翌年の 1950

年から 3年間だけ、平衡交付金制度ができまし

た。しかし、国と地方の紛争が多く、現行の地

方交付税制度に変わりました。

それ以後、地方交付税の配分は、国が強い権

限と影響力をもって配分するという状況が続い

ています。これまでも、いくつもの問題がおこ

りました。特に 1990 年代は、「まちづくり事

業」に多くの地方債を発行するよう国が誘導し

たことで、地方の借金が財政を圧迫するほどに

膨らみました。

しかし今回は、これまで以上にひどい。地方

自治体のあり方について、ここまで口を挟むの

かというようなやり方です。

これに対して、地方財政審議会は、「今後目

指すべき地方財政の方向と平成 25 年度の地方

財政への対応についての意見」（2013 年 1 月 18

日）において、次のように述べています。

地方公務員の給与は、地方公務員法に定める給与

決定の諸原則や人事委員会勧告等を踏まえ、それぞ

れの地方自治体の議会で十分議論された上で、条例

で定められるものである。この問題の取扱いについ

ては、地方の意見を十分に聞いて慎重に対応すべき

である。政府として地方公務員の給与水準について

要請を行なう場合にも、このような地方公務員の給

与の決定の仕組みや、それぞれの地域の実情を踏ま

えたものでなければならない。かつ、国家公務員の

給与削減分は東日本大震災の復旧・復興事業の財源

に充てられていることを考慮すれば、地方公務員の

給与水準の見直しが、単に国の歳出を抑制するため

に行なわれ、地方一般財源が削減されることは適切

ではない。

この中には 2 つのポイントがあります。1 つ

は、今までの手続や決定のルールを無視した決

め方はおかしいということ。もう 1つは、給与

のあり方は、その地域の実情を踏まえたもので

なければならないということです。

地方財政審議会の考え方は、シャウプ勧告に

も通じる地方自治の強化と日本の再生に関する

共通の見通しをもっているように思われます。

一方でその対極にあるのが、「アベノミクス」

だと思います。地方財政審議会・シャウプ勧告

と「アベノミクス」は 180 度の違いがあります。

「アベノミクス」は、電機や自動車産業などの

輸出産業が、一定程度回復すれば、日本経済は

立ち直るという、供給サイドの回復と、大規模

な公共事業で有効需要を喚起すれば、成長を維

持できるというものです。

一方、地方財政審議会・シャウプ勧告は、そ

れぞれの自治体で、福祉などの住民が必要とす

る行政サービスを提供する、つまり現物給付を

することで、地域経済の成長基盤を図れると考

えています。

地方公務員の給与が減れば、地域における消

費そのものが減るということもあります。地方
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の需要は冷え込むでしょう。人件費を強行に削

れば、行政サービスに関わる人員削減を進めな

ければならないでしょう。人件費の削減は、行

政サービスの削減につながるでしょう。国民へ

の投資となる行政サービスが減ることで、地域

の成長は阻害されかねません。両者の間には、

経済成長の経路への認識に大きな違いがありま

す。

地方自治体の 2013 年度予算は、京都府も京

都市もそうですが、政府の公共事業費の増大と

リンクして積極予算が組まれています。12 年

度より、公共事業費が増加しています。しかし、

1990 年代の轍を踏まないよう、私たち自身も

試されていると思います。事業予算が付いたか

ら必要性は低いけどやっておこうかといった、

不要不急の公共事業を増やさないように、住民

とともに監視していく必要があるのではないで

しょうか。

こうした先行きの見えない地方財政の状況を

前にして、どうすれば地方自治を守り、持続可

能な自治体運営ができるのでしょうか。地方自

治と地域を守り育てる特効薬はありませんが、

住民の参加を進めて、熟議民主主義に基づいた

地方政治を進めることが最も強力な改革の力に

なるでしょう。

（この文章は、2013 年 2 月 15 日に開催した「2013 年

度地方財政セミナー」の講演録をもとに作成しまし

た。）
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