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要約 

本稿の目的は、市町村間の広域連携によって地方財政制度の抱える非効率性を解消し、

地方自治体にとって最適な公共財供給量を実現することである。 

第 1 章では、地方財政制度の抱える非効率について論じる。公共財供給のスピルオーバ

ー効果がもたらす資源配分の非効率性とそれを是正するための特定定率補助金の不完全

性、地方政府の意思決定においてモラルハザードを助長するソフトな予算制約の存在を指

摘する。さらにスピルオーバー効果の解消のためには、市町村間の広域連携が有効である

ことを示し、これまで行われてきた広域連携の取り組みとその問題点について概観する。 

第 2 章では、土居(2004)のモデルに従い市町村財政の持続性推定を行った。その結果、

都市部の自治体を中心に全国の市町村の約 1/4 にあたる 433 団体の持続性が懸念されると

いうことが分かった。現行制度の下で非効率的な財政運営を続ければ、将来的に地域ニー

ズに応じた行政サービスや都市機能を維持できなくなる可能性が高い。 

第 3 章では、スピルオーバー効果に言及しているものを中心に地方財政制度の非効率性

に関する先行研究を整理し、実際の経済活動に即した都市雇用圏を用いて実証分析を行う

本稿の意義について述べる。 

第 4 章では、スピルオーバー効果を考慮して最適な公共財供給量を算出するモデルを構

築し、都市雇用圏ごとの最適な公共財供給量を算出する。その結果、東京を除く大規模都

市圏全体と小規模都市圏全体では公共財供給が過少であり、地方圏全体では過剰であると

いうことが分かった。 

第 5 章では、第 4 章で得られた分析結果から、最適な公共財供給の実現に向け「広域連

携都市圏構想」を提言する。さらに「広域連携都市圏創設交付金」の交付や「広域連携都

市圏財政運営協議会」の設立等の具体的な政策内容や、公共財を過剰に供給している地域

に向けた国庫支出金の縮小といった補助的な政策についても言及する。この提言により、

公共財のスピルオーバーがもたらす負の外部性を解消し、公共財供給量の最適化を達成す

ることができる。 
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はじめに 

平成 27 年度の一般会計予算において、地方交付税交付金等の額は約 15.5 兆円と歳出総

額の 16%と社会保障関連支出に次ぐ規模となっている。これは国から地方自治体に対して

巨額の財政移転がなされていることを示している。そのなかで国の財政状況が危機的な状

況にあることを踏まえれば、国からの「救済」措置を予見する地方政府が無駄な公共財支出

を行うこと（モラルハザード）は看過されるべきではない。 

また、少子高齢化と人口減少により地方自治体が置かれる環境はより一層厳しさを増

す。我が国はすでに人口減少の局面に突入しており、総人口は 2048 年には 1 億人を割っ

て 9,913 万人となり、2060 年には 8,674 万人になると見込まれている2。また、65 歳以上

人口が総人口に占める割合である高齢化率も年々高まっており、今後より急速な人口減少

と高齢化が進展していく。それに伴い、税収の減少と社会保障支出の増加が予測される

が、このような厳しい財政状況において地方自治体には住民のニーズを満たすだけの行政

サービスを提供できない可能性がある。 

以上のように、公共財供給が過剰になってしまう都市や過少になってしまう都市におい

て、需要と供給の均衡した無駄のない公共財供給を行う必要がある。そこで本稿がどちら

のタイプの都市に対しても最適な公共財供給を促すことのできる処方箋として提言するの

が、広域連携である。 

自地域の公共財供給の便益が他地域に漏出してしまうことで自地域の公共財供給が過少

になってしまうスピルオーバー効果による非効率性と、地方政府にモラルハザードを助長

させるソフトな予算制約による非効率性は財政学の基礎であるが、本稿ではこれら両面の

問題を解決する広域連携のありかたを提言する。 

具体的には、どのような地域において公共財供給が過少及び過剰になってしまっている

のかを全市町村を対象としてスピルオーバー効果を考慮した実証分析によって明らかにし

た後、非効率な財政運営を適正化するための手段として「広域連携都市圏」を創設し都市

間の連携を促すことを提言する。 

 

                                                   
2国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24年 1月推計）」:出生中位・死亡中位推計」 
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第１章 地方財政の現状 

第１節 地方財政の非効率性 

 地方財政の非効率性の要因は多く考えられるが、本稿ではスピルオーバー効果を排し効

率的な行政を行うことを目的に提言を行う。ここでは、スピルオーバー効果とそれに伴う

非効率性を是正するための国庫支出金制度における改革の不完全性、及び地方行政のモラ

ルハザードを助長するソフトな予算制約問題について、それぞれ(1)公共財供給の非効率性

(2)行政の非効率性(3)国からの補助金の非効率性として記述する。 

 

第 1 項 公共財供給の非効率性：スピルオーバー効果 

一般的に便益が地方自治体の域外にスピルオーバーする公共事業については、この効果

を考慮せずに各地方自治体が分権的に（他の自治体の行動を踏まえず独自に）意思決定す

ると、公共財供給が過大になってしまうことが知られている。逆に地方自治体が行政区域

を越えて課税できないことから、スピルオーバー効果が生じる公共財から便益を受ける他

地域の住民から税負担を求めることができないと、地方自治体が住民の効用を最大化する

ように供給するにも関わらず経済全体で見たときに公共財供給が過少になることがある。

これらは、地方政府が公共財を供給する対象はあくまでも居住者であって非居住者ではな

いことに起因する。 

図 1-1 では、横軸に公共財の数量を、また縦軸には公共財の価格を示す。右下がりの曲

線 D1は、公共財を生産する地方公共団体 A の住民の、この公共財に対する需要の合計で

ある。直線 S は公共財の限界費用を表している。このとき曲線 D1と直線 S の交点における

公共財供給は点 Q1の量となる。しかし、公共財の便益が他団体の住民にも拡散し、他団体

の住民にも効用を与えるなら、この公共財の供給量はそれをも考慮して決められるべきで

ある。また、近隣の地方公共財 B の住民が拡散してきた便益から得る効用が曲線 D2で表

されるとする。社会全体として見た場合、この公共財に対する需要は、D1で表される地元

住民の需要と D2で表される他地域の住民の需要とを足し合わせた DS になる。社会全体の

観点からは、社会的需要曲線 DS とＳが交わる ESが均衡となるが、最適な供給量 ES と比べ

ると現実の供給量 Q1は過少である。 
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スピルオーバー効果による公共財の過少供給を是正するには、地方公共団体 A の住民が

負担する公共財の限界費用を S から S ’へ引き下げ、QS を通る垂直線上の ES ’が均衡になる

ようにすればよい。その手段として、補助率 EES ’/ESQSの定率補助金が望ましい。 

                     図 1-1 便益のスピルオーバー 

 

                             (出典)持田(2013)より筆者作成 

 

第 2 項 行政の非効率性：国庫支出金 

前項では、スピルオーバー効果を是正するために特定定率補助金が有効であることを示

した。特定定率補助金の役割としては、このような効率性の観点以外にも、公平性の観点

から特定の公共サービスについて一定の供給水準を全国的に保障することが挙げられる。

地方政府が供給するサービスの多くは教育、医療、社会福祉等の現物給付による所得再分

配に関わるものであるが、地方政府による現物給付の供給は国レベルでの公平性の原則を

破る可能性がある。生産要素の移動性やそれに伴う租税競争にさらされている地方政府で

は再配分は充分に行えないうえ、貧困者や高齢者等の社会的弱者をこれらのサービスから

遠ざけるようなインセンティブが働くこともある。このような歪んだインセンティブは、

特定補助金によって取り除くことができる。我が国の場合、国庫支出金が特定定率補助金

として分類される。 

表 1-2 は、2012 年度、2013 年度における国庫支出金の金額とその構成比を示したもの

である。2012 年度の総額は 8 兆 9047 億円、2011 年度は 9 兆 1318 億円となっている。 
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 2015 年度における市町村の国庫支出金の内訳を見ると、生活保護負担金が 29.0％、子ど

ものための金銭の給付交付金が 15.7％を占めている。以下にも多くの項目が並ぶが、その

他の国庫支出金が 8.5％を占めていることは、数多くの零細補助金が存在することを示し

ている。 

表 1-2 国庫支出金とその内訳(決算額) 

 

総務省「平成 26・27 年度地方財政白書」より筆者作成 

 

 国庫支出金は、交付までの経路の複雑さや上記のような項目の多さによる煩雑な状況に

鑑み、1980 年代以降の「増税なき財政再建」路線のなかで補助率のカットを含めて整理・

合理化が進められてきた。1981 年に発足した臨時行政調査会は 1982 年の第三次答申にお

いて、「補助金等はややもすると行政の簡素合理化を阻害し、またタテ割り行政の弊害、

財政資金の非効率的な使用を招きやすい。したがって、地方公共団体に対する補助金につ

いては、その機能を活かしつつ、行財政の簡素合理化及び地方の自主性、自立性の尊重の

観点から見直すべきである」と述べている。 

 このような背景のもとで、1980 年代に地方自治体に関する補助金はある程度の整理・合

理化が図られてきた。この 80 年代に実施された補助金の整理・合理化は補助金の統合・

メニュー化と定率補助金の補助率引き下げが中心であった。補助金の統合・メニュー化と
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は、類似目的の補助金項目を統合することや国がいくつかの補助事業のメニューを地方団

体に提示することなどであり、地方団体がそのメニューのなかから補助事業を自主的に選

択するものである。これによって個別・特定目的の零細補助金が統合され、補助金の件数

は 80 年代に大幅に減少した。しかし件数が減少したとはいえ奨励目的を失った事業項目

がそのまま残されているのが現状であり、林(2014)でも言及されているように、真に合理

化が果たされたとは言えない。 

 

第 3 項 国からの補助金の非効率性：ソフトな予算制約 

ソフトな予算制約とは、中央政府が非効率な行財政運営を行っている地方自治体を事後

的に救済してしまうため、救済を予想した地方自治体は歳出削減や税収確保のための努力

を怠ってしまうというものである（宮﨑、2007）。地方財政が悪化してから事後的に財源

不足を補填するシステムが確立されるため、地方政府のモラルハザードが助長され効率的

な運営が促されないことはおろか、財政的に自立することが本来可能であったはずの地方

政府にまでも事後的に中央政府からの補助金に依存することを選択させてしまいかねない

ことに問題がある。 

 図 1-3 に示されるように、我が国の交付税制度において市町村に対する普通交付税は以

下の式により算定される。 

基準財政需要額＝行政項目ごとの測定単位×単位費用×補正係数 

基準財政収入額＝地方税の収入見込額×0.8+地方譲与税+交通安全対策特別交付金 

普通交付税＝基準財政需要額－基準財政収入額 

このとき基準財政需要額は「地方自治体が標準的な公共サービスを供給するために必要と

なる一般財源」として算定されるが、その算定は実現したコストをもって必要費用とみな

しており、事後的に最適な財源保障をしているということに注意しなければならない。市

場で競争にさらされている民間企業とは異なり公共部門は費用を最小化するインセンティ

ブを持っていないため、実現したコストは必ずしも費用最小化したものではないからであ

る。 
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図 1-3 地方交付税の算定(市町村) 

 

                         (出典)林・橋本(2014)より筆者作成 

そのため、以上のような地方交付税制度は、費用最小化の努力を怠る自治体や税収拡大

の努力を怠る地方自治体に対し、前者には過大な基準財政需要額、後者には過小な基準財

政収入額という形であらわれ、過大に普通交付金を交付してしまう3。 

 結果として地方自治体は、事後の手厚い交付金交付をあてにして財政的自立に向けた事

前の自助努力を怠ることになる。交付金は国税によって賄われるので、交付金から受益す

る一方で応分のコストを直接支払うわけではないことから、事後的措置（交付金）のコス

トが過少に見積もられてしまうためである。 

 このように住民が応分の財政負担を負わないことで、地方政府にはソフトな予算制約の

もとでモラルハザードを起こす誘因が働くことになる。 

  

                                                   
3 もちろん、基準財政需要額は、執行された歳出額がただちに反映されるような算定式にはなっていな

い。しかし、費用を抑制する努力（児童数の減少に応じた学校統廃合や住民がいなくなった集落への道路

の用途廃止決定（いわゆる廃線）など）を怠れば、その分だけ基準財政需要額における測定単位（学校数

や道路延長）が大きいままとなり、それだけ基準財政需要額は過大になる傾向にある。 
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第 2節 広域連携の取り組み 

第 1 項 広域連携の意義 

自らの公共財の便益が他地域にも波及してしまい都市の公共財供給が過少になってしま

うことは前節で述べた。これを勘案せずとも、近年では都市部に人口が流入する傾向が強

まっており、こうした状況においては人々が快適な生活を送るにあたり必要な都市機能の

維持が困難となる可能性がある。地方自治体が地域を活性化し住民に持続可能な行政サー

ビスを提供するために、市町村間の広域連携は有効な手段である。連携することにより

様々な都市機能が集積し、それぞれの地域のニーズに即した行政サービスを維持すること

が可能となるのである。 

また広域連携の意義として、前節で述べたスピルオーバー効果の内部化もあげられる。

そもそもスピルオーバー効果は地方政府の行政区域とその便益が及ぶ範囲の不一致により

生じるものである。 

地域𝑖において家計が同質であり、かつスピルオーバー効果がないと仮定した場合の最適

な公共財の供給条件を表すサミュエルソンの公式は、人口を𝑛、限界代替率を MRS、限界

変形率を P としたとき、 

𝑛𝑖𝑀𝑅𝑆𝑖 = 𝑃 

であり、地域ごとの（私的財で測った）公共財の便益の和＝公共の限界費用であると換言

できるが、一方で地域  𝑖の公共財供給の便益が地域𝑗にも等量及ぶというスピルオーバー効

果を考慮した場合のサミュエルソンの公式は 

𝑛𝑖𝑀𝑅𝑆𝑖 + 𝑛𝑖𝑀𝑅𝑆𝑖𝑗 = 𝑃                                𝑖 ≠ 𝑗 

となる。これは便益が他地域にまでスピルオーバーする場合、経済全体でみたこの地方公

共財の便益が加わらなければ正しい便益の評価にならないためである。このことから、公

共財の供給量が最適になるのは地域𝑖における住民の限界便益の総和と地域𝑖の公共財供給

の便益が波及する地域における住民の限界便益の総和の合計がその地方公共財の限界費用

と等しくなるときである。 

しかし現実的には地方政府はスピルオーバー効果の大きさを認識できず地方公共財の便

益を過少評価してしまい、費用を負担するのも居住者に限られるため、公共財の供給は過

少になる。 
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ここで最適な供給を実現するためには、便益が及ぶ範囲を行政区域内に限定するように

すればよい。中央政府が定率補助金を分配することで非効率性を解消できることは前項で

述べたが、行政区域を再検討することによってスピルオーバー効果そのものを解消できる

のであればそちらのほうが望ましい。 

行政区域の変更については町村合併や道州制の導入というかたちで議論が多くなされて

きたが、市町村合併よる効率化には常に住民の合意形成にかかる政治的コストの問題に直

面し、また道州制関しても道州は都道府県以上に規模が大きいため住民のニーズを反映し

にくいことや道州制導入に際する莫大な行政コストがかかることなどの大きな障害があ

る。行政区割を変更することはたとえそれが経済的な観点から見て合理的であったとして

も、むしろその便益を上回ってしまうような多大なコストを要求されることがある。 

2010 年をもって平成の大合併が終了し市町村合併が一段落した現在、既存の市町村区割

を用いたままでそれらを連携させることによって効率化を促す広域連携制度の導入が強く

求められていると言える。 

 

第 2 項 これまでの広域連携の経緯 

地方自治体の広域連携については、これまでにも様々な方策が講じられてきた。 

かつてからある制度は一部事務組合である。これは特別地方公共団体という、基礎自治

体とは別の法人を設立し、事務の共同処理を行うというものである。また、1995 年には広

域連合の制度が新設された。この制度は、都道府県、市町村、特別区が設置することがで

き、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務に関して広域計画の作成を

通じて総合的かつ計画的に広域行政を推進するものである。この広域連合も、別法人の設

立を要する仕組みとなっている。 

 

第 3 項 新たな広域連携について 

人口減少・少子高齢化が急速に進む中、地方経済の活性化や生活基盤の強化を図ってい

く動きが活発になっており、それに伴い広域連携の必要性も高まっている。このような状

況下において、表 1-4 に示されるように近年様々な広域連携の取り組みが提唱されてい

る。総務省によって策定されたのが「地方中枢拠点都市圏」であり、これは地方圏におい

て圏域の中心都市が近隣の市町村と連携して、「経済成長のけん引」、「高次の都市機能

の集積」及び「生活関連機能サービスの向上」を果たすことを目的とするものである。一
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方国土交通省は「高次地方都市連合」を策定し、 複数の地方都市等がコンパクト化とネ

ットワークの活用により一定規模の人口を確保し、相互に各種高次都市機能を分担・連携

することを目指している。それに対し経済産業省は「都市雇用圏」を策定し、幅広く利用

できる新しい都市圏設定基準を提案している。 

表 1-4 近年における広域連携の取り組み 

 

総務省「連携中枢都市圏構想の推進」より筆者作成 

第 4 項 連携中枢都市圏構想 

 2014 年 12 月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「連携

中枢都市圏構想推進要綱」が示された。この構想は本稿が目的とする広域連携のあり方に

非常に近しいため、詳述することとしたい。 

連携中枢都市圏構想は、前項で述べた重複する都市圏概念を新たな都市圏に統一するた

めに総務省、国土交通省及び経済産業省の 3 省が協同で策定したものであり、地域におい

て相当の規模と中核性を備える中心都市が近隣の市町村と連携して圏域の活性化を図るこ

とを目的とした構想である。実際に連携中枢都市圏を形成するにあたり、2014 年に改正さ

れた地方自治法において「連携協約」の制度が導入された。連携協約とは、「地方公共団

体が、他の地方公共団体と連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分

担を定める協約」を指す4。従来の広域連携が主に事務を共同で処理するための仕組みであ

                                                   
4地方自治法第 252 条の 2 
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ったのに対し、連携協約はまちづくりの方向性や社会保障など政策面での役割分担につい

ても自由に定めることができる上、市町村同士が 1 対 1 で連携協約を締結できるため、よ

り広域的かつ重層的な連携を行うことが可能となっている。 

連携中枢都市圏構想を推進するために、総務省は中心市に対し普通交付税や特別交付税

等の必要な財政措置を施すとしている。本稿においても、我々が設定する広域連携都市圏に

対して、連携後、圏域内の行政サービスを効率的に行うための財政措置を行う。 

しかしこの連携中枢都市圏構想においては、地域を活性化し経済を持続可能なものとす

ることを目指す一方で、モデル構築事業の段階にとどまっており政策実現には至っていな

いというのが現状である。また連携協約制度に基づく具体的な連携対象は制度上決まって

いないため、仮に連携したとしても行政区域とその便益が及ぶ範囲は一致せず、スピルオー

バー効果が解消されない。その上形成された都市圏及びそれに属する市町村に対し、歳出効

率化のインセンティブが十分に付与されていないため、連携しても効率的な行政運営に直

接つながらない可能性がある。さらに、連携したとしても中心市がそれ相応の恩恵を受ける

制度になっていないという点からそもそも連携へのインセンティブが弱いと考えられるた

め、これらの問題点を克服するシステムの導入が必要だと言える。 
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第２章 市町村財政の持続可能性 

前章では、現行の地方財政制度の下で地方自治体が非効率的な財政運営を行っているこ

とを指摘した。しかし、そもそもの問題として地方自治体がこれまでの財政運営を継続し

ても財政が持続可能でなければ、地方自治体の存立にかかわり、将来のいずれかの時点で

行財政運営に支障をきたす。そこで本章では、地方自治体が現状の財政運営を続けた場合

に地域にとって必要な行政サービスや都市機能を維持していくことができるのかという点

を検証する。 

 

第 1節 市町村財政の持続可能性について 

現在日本では国が深刻な財政問題に直面している一方で、地方の基礎的財政収支は概ね

均衡しており、政府債務残高対 GDP 比も横這いで推移している。特に、地方消費税の税率

引き上げもこれに寄与している。2007 年に自治体財政健全化法5が施行されて以来、地方自

治体の財政運営に関する情報開示が格段に強化され、「健全化判断」指標も改善されつつあ

る。 

ただし今後、高齢化と人口減少により社会保障給付が増大することで地方財政を取り巻

く環境はより一層厳しさを増していく。リーマンショック後、地方財政の構造的問題はむし

ろ厳しさを増しているとの指摘も少なくない6。「平成の大合併」によって小規模市町村の

数は大幅に減ったものの、国からの強力な財源保障を受けない限り、最低限の行政サービス

すら提供できない地方公共団体が数多く存在しており、国の財政運営に対する市場の信頼

が揺らぐようなことがあれば、それと密接な関連をもって運営されている地方財政が根底

から覆される可能性も否定できない。 

そうした中、地方自治体が自ら発行した地方債が返済不能になったり返済スケジュール

が滞ったりすれば、その自治体は財政破綻状態に陥ったと判断される。財政破綻状態に近づ

                                                   
5 地方公共団体の財政健全化に関する法律。北海道夕張市の財政破綻を機に制定された。実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の 4 つの指標について毎年度の財政状況をチェック

し、早期健全化基準と財政再生基準を超える自治体にそれぞれ財政健全化計画と財政再生計画を策定・実

施することを義務づけている。 
6 例えば石川・赤井(2012)では、地方債の元利償還分の交付金が償還以外の用途に使われていることを実

証し、現行制度の下では今後の財政運営に支障が生じる可能性を指摘している。 
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けば、債務償還費と利払い費の支払いを優先せざるを得ず、地域社会にとって重要な政策に

充てるべき財源が減少していく。すると、公共交通・インフラ等の人々を支える生活基盤が

脆弱化するとともに、地方公共団体が供給すべき教育・医療福祉等の行政サービスを持続的

に提供できなくなってしまうことが懸念される。 

 このように地域経済に大きな損失を与える財政破綻状態を避けるためにも、将来にわた

って財政の持続可能性が担保されるような地方財政制度の構築が求められている。第 2 節

以降では政策提言の前提として、現行制度下における市町村財政の持続可能性を検証して

いく。 

 

第 2節 市町村財政の持続可能性推定 

第 1 項 財政の持続可能性とは 

 「財政の持続可能性」とは、その自治体が現在抱える債務を将来にわたって返済する能力

があるかどうかを判断する基準である。持田(2014)には、「政府は無限の期間にわたって存

続しうる存在と想定されているので、現時点でどれだけ大規模な財政赤字が発生し、政府債

務があったとしても、将来のどこかの時点で財政黒字を生み出して債務の増加分を相殺す

ると思われているかぎり、借入を続けることができる」とある。すなわち現在赤字が発生し

政府債務があったとしても、将来的には財政黒字を生み出して債務の増加分を補うことが

できれば自治体の債務は持続可能であるが、そうでなければ地方債の増発などによる借入

れをやめることができず、自治体はいつか財政破綻に陥ってしまう。 

 財政の持続可能性を分析する際には、基礎的財政収支が重要な指標になる。基礎的財政

収支が黒字であれば、公債費を除く歳出を税収が上回り、税収の超過分を公債償還に充

てて公債残高を減らす程度に余裕があることを意味する。しかし、基礎的財政収支の赤

字が長期に渡れば、やがて債務が到底返済できない額まで膨らんでしまい、自治体は財

政破綻に陥ってしまう。 

基礎的財政収支をもとに財政分析を行った著名な研究に Bohn(1998)がある。Bohn(1998)

の検定方法では、公債残高対 GDP 比と基礎的財政収支対 GDP 比が正の相関関係を持って

いれば、政府債務は持続可能であるとしている。我が国においては、土居・中里(2004)が国

と地方を統合した会計を、藤野(2006)が都道府県単独の会計を対象に同様の手法で分析を行

っている。しかし、市町村を対象とする場合には、同様の分析を行うにあたって必要なデー
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タが十分に公表されていない。そこで本稿では、Bohn(1998)の考え方を応用し、都道府県

及び市町村を対象に検証を行った土居(2004)を参照する。土居(2004)では、各地方公共団体

の持続可能性を「返済未完債務額の割引現在価値≦基礎的財政収支」と定義して分析してい

る。以下、その具体的な手法及び本稿の分析方法を示す。 

 

第 2 項 持続可能性の推定 

 まず、本稿の分析で用いる地方自治体の債務を定義する。地方自治体には今後返済しなけ

ればならない「地方債残高」と、今年度末時点では地方債の形で債務を負わないが、次年度

以降に返済が必要になる「債務負担行為額」がある。これらの総額が、現時点で自治体が負

っている債務となる。他方、財源に余裕のある年度に資金を積み立てておく「積立金」は地

方自治体の資産と言える。また今年度の歳出・歳入における最終的な収支である「実質収支」

も黒字の場合は財源として使用できる。したがって、地方自治体が抱える純債務残高は次の

ようになる。 

純債務残高＝地方債残高＋債務負担行為額－積立金残高－実質収支 

 

 次に、元利返済に充てる財源の指標として基礎的財政収支を定義する。土居（2004）によ

れば基礎的財政収支とは、「税収等から公債費を除く歳出を差し引いたもの（税収等－公債

費を除く歳出）」を指す。なお、地方財政の基礎的財政収支は、地方債発行を除く歳入から

公債費を除く歳出を控除したものと定義できる。地方自治体の普通会計に当てはめると以

下のように定義される。 

基礎的財政収支＝（歳入総額－地方債－繰入金）－ 

（歳出総額－公債費－積立金－前年度繰上充当金） 

 

地方自治体の予算制約式は次のように表される。 

Tt＋Bt－Bt-1＝Gt＋rBt-1 

 

ここで、Ttは t 期の税収、Btは t 期末の借入金残高、Bt-1は前期末の借入金残高、Gtは t 期

の一般歳出、r は借入金利子率を示す。基礎的財政収支（St）は St≡Tt－Gt と表せる。 

この式を代入・展開して、 

(1＋r）Bt-1 ＝St＋Bt 
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Bt-1＝
1

1＋r
(St＋Bt )＝

1

1＋r
 








St＋
1

1＋r
 (St+1＋Bt+1)  

さらに 0 期から無限先の将来まで足し合わせていくと、 

B0＝()

∑  ∞
𝑡=1 



1

1＋r

t

  St＋lim
t→∞

 




1

1＋r

t

 Bt  

となる。 

この式は 0 期を現在とし、現在の借入金残高（純債務残高）を将来の基礎的財政収支の割

引現在価値で返済すると、無限先の将来には割引現在価値にして右辺第 2 項が残るという

事を示している。これを整理すると、 

lim
t→∞

 




1

1＋r

t

 Bt ＝B0 －
𝑠̅

𝑟
 

となる（�̅�は基礎的財政収支の平均値7。r は 3%と仮定する8）。こうして導かれた、 

      （返済未完額の割引現在価値9）＝B0 －
𝑠̅

𝑟
     (2.1) 

 

が正ならば、現在の財政運営を続ければ無限先の将来において依然として返済しきれない

債務が残る。負であれば、その自治体の財政は持続可能であると言える。  

以上が土居（2004）における財政の持続可能性推定方法である。本稿ではこの考え方を

用いて市町村財政の持続可能性を検討する。 

 

土居（2004）では、1997 年～2000 年度間のデータを用い都道府県および市町村レベル

での財政の持続可能性の推定を行っている。ここでは、市町村別決算状況調より入手可能

な直近 3 年度間 2011～2013 年度のデータを用いて市町村単位での試算を行う。2011～

2013 年度の市町村（13 年時 1742 団体）の基礎的財政収支の平均 (�̅�)、2013 年度末の純債

務残高（B0 ）を計算し、算出したデータをそれぞれ(2.1)に当てはめた。1742 自治体に対

して試算を行った結果は以下の表 2-1 のようになった。 

  

                                                   
7 財政の持続可能性を推定するにあたって、単発的な収支変動の影響を抑えるため。 
8 土居(2004)を参考に、現在の長期国債利回り 1～2%程度に地方債のリスクプレミアム 1%を加え、合計

3%を長期の地方債利子率とした。 
9 (2.1)が正となった無限先の将来における要返済債務残高の割引現在価値のこと(土居(2004))。無限先の

将来における要返済債務残高の割引現在価値がゼロ以下なら「返済未完額の割引現在価値」はゼロとな

る。 
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表 2-1 市町村財政の持続可能性推定結果 

 返済未完額の 

割引現在価値≧0 

返済未完額の 

割引現在価値＜0 

市区(812団体) 259団体 (31.9%) 553団体 (68.1%) 

町村 (930団体) 174団体 (18.7%) 756団体 (81.3%) 

合計 (1742団体) 433団体 (24.9%) 1309団体 (75.1%) 

 

ここで返済未完額の割引現在価値が正になることは、現行制度のもとで現状の財政運営

を続ければ将来的に債務不履行に陥ること意味する。表 2-1 にある通り、現状では全体の約

1/4 にあたる 433 団体が将来的に財政破綻状態に陥る可能性が高いということが示された。

特に市区では約 3 割に相当する 259 団体の持続可能性が危惧されるという結果になった。

一方、町村については全体の 8 割超の自治体で財政の持続可能性が担保されているという

ことが分かった。自主財源の乏しい町村よりもむしろ、比較的都市部に位置することが多く

経済規模の大きい市区において財政悪化による破産の懸念が高まっているということが分

かる。 

これは主に地方交付税等の政府間財政移転の制度を通じて地方圏に対して様々な優遇処

置が施されてきたためである。今後少子高齢化の進展に伴い、都市部において行政サービス

への需要が高まっていくと予想される中でこのような現状は決して望ましいものとは言え

ない。国の財政が危機的な状況にあることも踏まえれば、地方圏への過剰な財政移転を改め、

効率的な地方財政制度を実現することは喫緊の課題であると言える。そこで第 3 章以降で

は、地方歳出の効率化と財政移転の適正化に向けて、地方政府に求められる最適な公共財供

給量について検証していく。 
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第３章 先行研究と本稿の独自性 

第 1節 先行研究 

公共財供給に関して、スピルオーバー効果を考慮したモデルを構築した先行研究として

は、都市財政におけるフライペーパーの有無を検証した土居(2000)が代表的なものとして

挙げられる。このモデルにおいては、住民が効用を得る公共財の量を、自らが住む都市が

供給する地方公共財に、その都市が属する都道府県が供給する公共財及び国が供給する公

共財、そして「他の都市が供給し便益がスピルオーバーしてきた地方公共財」を加算した

ものとして定義している（本稿においても第 4 章においてこのモデルを基に分析を行って

いるので、詳細は後述部分を参照されたい）。ここで土居(2000)は、ある都市の供給した

公共財がスピルオーバーする範囲を、朝日新聞社の出版するマーケティング用データベー

ス誌『民力』に準拠して規定している。『民力』は都市ごとにその都市を中心としてつな

がりの深い市町村の集合を「市勢圏」として定義し、「市勢圏」のリストにはまず当該市

勢圏の中心となる都市が示され、これに続きその中心都市の市勢圏に含まれる市町村が列

挙されている。上記のモデルではこれを基に、ある市勢圏においてそこに属する市町村

（中心市以外のもの）が中心都市の供給する公共財の便益を受けると仮定している。 

神奈川県下の市町村においてスピルオーバー効果が発生しており、中心市の公共支出に

周辺の市町村がただのりする状況を確認した斎藤 (2013)も同様の手法を用いて分析を行っ

ている。 

スピルオーバー効果の解消に関しては前述のように特定定率補助金つまり国庫支出金の

支給が有効であるが、実際に政府にとって適切な公共支出規模を把握することは難しい。

そこで土居(2000)は、道州制を導入することによって便益が及ぶ範囲を出来る限り行政区

域内に留め、スピルオーバー効果そのものを内部化することを主張している。 

また菅原(2013)は、同じく便益が及ぶ範囲を行政区域と一致させる手段として、市町村

合併を主張している。 

第 2節 本稿の独自性 
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前節で挙げた先行研究は、スピルオーバー効果を測定するにあたって、便益の及ぶ範囲

を『民力』の「市勢圏」と仮定している。しかし必ずしもその仮定は現実と符号するもの

ではない。「市勢圏」の概念はあくまでひとつの中心市に対しひとつの経済交流圏という

構造をとるが、現実にはひとつの経済交流圏のなかに中心市と呼ぶことのできる規模の都

市が二つ以上存在することが充分考えられる。そこで本稿においては、「都市雇用圏」の

概念を用いてスピルオーバー効果を測定する。都市雇用圏についての詳細は後述するが、

この概念はひとつの経済交流圏のなかに複数の中心都市が存在するという「複眼性」を許

容するものである。これにより、先行研究に比べてより現実に即した分析を行うことがで

きる。 

また、スピルオーバー効果を内部化するための手段として先行研究では道州制の導入や

市町村合併が挙げられていたが、そのような行政区割りの大規模な再編成を行うことに

は、大きな政治的なコストが常につきまとう。そこで本稿ではより高い実現可能性を期待

して、現状の行政区割を維持したままでスピルオーバー効果を内部化することができる制

度を設計することを提言する。 
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第 4章 スピルオーバー効果を考慮

した最適な歳出額の導出 

第 1 節 都市雇用圏分析によるスピルオーバー

効果の内部化 

前章までで述べてきたように、スピルオーバー効果とはある地方公共団体の公共支出の

もたらす便益が他の地方公共団体に漏出し影響を与える効果である。地方公共団体は政治

的にはそれぞれに予算の作成と執行を他の団体に影響されることなく実施することができ

るが、地方公共財が生み出す経済的な効果が及ぶ空間的領域と、経済的な側面とは別の基

準によって人為的に設定される行政区域は必ずしも一致しない。このとき各自治体が当該

地域のみの選好に即するように供給した公共財は、スピルオーバー効果の存在により正確

な社会的便益を反映しないため、資源配分を歪めて社会全体の経済厚生の損失を生むこと

になる。 

そこで本章においては、スピルオーバー効果を考慮したうえで都市雇用圏ごとに効用を

最大化する公共財支出額を求め、実績値との乖離を算出することにより非効率的な歳出が

どのくらい行われているかを検証する。 

都市雇用圏は、金本・徳岡(2002)によって提案された都市圏で、 (1)中心都市を DID 人

口10によって設定し、(2)郊外都市を中心都市への通勤率が 10％以上の市町村とし、(3)同

一都市圏内に複数の中心都市が存在することを許容するという都市圏設定である。この設

定は、中心性と人口規模の 2 点に着目していることが 1 つのメリットである。DID 人口だ

けでは他の自治体から通勤者を多数集める中心性の高い自治体であっても、中心市の定義

だと外れる可能性がある。しかしこの設定において、常住人口比が 1.0 以上であること、

及びその自治体の DID 人口が市町村人口の 3 分の 1 以上を占めているか DID 人口数が 10

万人以上であれば中心市とすることで、他の都市の郊外市町村としての性質を持つ自治体

                                                   
10基本単位区の人口密度が 4000 人/km²以上の区が連続していること及び隣接する基本単

位区との合計人口が 5000 人以上であることの両方を満たす人口集中地区を DID(人口集中

地区)と呼び、その合計人口を DID 人口とする。 
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も都市部の中心市として認められるため、中心市の設定をより現実に即して設定すること

ができる。 

さらに、日常的な経済活動上のつながりや雇用面の関連性に配慮していることも利点で

ある。すなわち、政治制度上の行政区割にとらわれないため、スピルオーバー効果が影響

する範囲をより正確に把握できる。スピルオーバー効果の存在を考慮することで、各自治

体の選好にのみ依存して公共財供給量が決定されることを防ぐことができるため、資源配

分の歪みを抑えることができる。ゆえに、都市雇用圏はスピルオーバー効果を考慮した最

適公共財供給量を算出する上で有効であると言える。  
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第 2 節 最適公共財供給量の算出 

第 1 項 代表的都市の最適公共財供給量の推定方法 

土居（2000）に基づき、スピルオーバー効果を伴う地方公共財の便益を扱ったモデルで

の実証分析を試みる。ここで言う「最適」とは、代表的住民の効用を最大化する状態を指

す。まず、人口が Niである市町村の政府は、上部政府（国・都道府県）や他の市町村の政

策を所与としたうえで、個人（住民）と市町村財政の予算制約のもとで私的財消費（ci ）

と公共財消費（Qi ）から効用（ui ）を得る代表的住民の効用を最大化するように意思決定

を行うものとする。効用関数は、地方公共財の実証分析に関する先行研究でもよく用いら

れている Stone-Geary 型を仮定する。 

このとき市町村 i において、効用関数は、 

 

ui ＝α0 ln (ci －γ0 )＋α1 ln (Qi －γ1 )   ただし α0 ＋α1 ＝1 

 

次に、都市雇用圏 I は、市町村 1～m の集合体であると定義し、i ∈I と表す。ゆえに都

市雇用圏 I についての効用関数は、 

 


i=1

m

ui ＝
i=1

m

 α0 ln (ci －γ0 )＋α1 ln (Qi －γ1 )  

 

と表される。γ0および γ1はそれぞれ私的財・公共財の最小消費量を示すパラメータであ

る。 

さらに、住民が効用を得る公共財（Qi ）については、自らが住む市町村が供給する地方

公共財（Gi ）、他の市町村が供給し便益がスピルオーバーしてきた地方公共財、その市町

村が属する都道府県が供給する地方公共財（Fki ）、国が供給する公共財（Hki ）から便益

を得るものとし、 

Qi ＝Gi ＋σ 
j∈J

Gji ＋δ Fki ＋ηHki 
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であるとする。ここで、J は市町村 i へ便益をスピルオーバーさせている市町村の集合を意

味し、k は市町村 i が属する都道府県を意味するものとする。また、σ は他の市町村が供

給する地方公共財が及ぼすスピルオーバー効果の度合いを表すパラメータであり、δ と η

はそれぞれ都道府県・国が供給する公共財がもたらす便益の（自らが住む市町村が供給す

る地方公共財と比較した）度合いを表すパラメータである。ここでは、国や都道府県が供

給する地方公共財による便益は、その都道府県に属する市町村に等しく及ぶものと仮定す

る。 

都市雇用圏 I 内の市町村 i の代表的住民の予算制約式は、 

 

(1＋𝜏)𝑐𝑖＋
𝑇𝐼

𝐿

∑ 𝑁𝑖
𝑚
𝑖=1

 = (1－t )yi 

 

ただし、ci は私的財消費、Ｔ
l

𝐿
は都市雇用圏 I の地方税収総額、Ni は市町村 i の人口、τ

は国税の消費税率、t は国・都道府県が課税する所得に対する税率である。また注意した

いのは、この右辺は国税・道府県税課税後（市町村課税前）の 1 人当たりの所得（ただ

し、住民 1 人当たりの課税前所得を yi ）である。 

 また、都市雇用圏 I の予算制約式は、 

 


i=1

m

 Gi ＝Ｔ
l

𝐿
＋

i=1

m

miGi ＋
i=1

m

Zi  

 

である。ここで、Gi は市町村 i の地方公共財供給額（財政支出）、mi は国・都道府県か

ら市町村 i への定率補助金の補助率、Zi は国から市町村 i への一般定額補助金総額（地方

交付税）を表す。 

 これらの式から、代表的住民と都市雇用圏財政を統合した予算制約式は、 

yi ≡
∑ 𝑌𝑖

𝑚
𝑖=1

(1−𝑡) ∑ 𝑁𝑖
𝑚
𝑖=1

、Pi ≡1－mi 、Qi ＝Gi ＋σ 
j∈J

Gji ＋δ Fki ＋ηHki より、 

 

    
i=1

m

 Pi (Qi －σ 
j∈J

Gji －δ Fki －ηHki ) ＝ 
i=1

m

Yi －(1＋τ )
i=1

m

 NiCi ＋
i=1

m

Zi      (4.1) 
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となる。 

 以上より、max ui  s.t.(1)を満たす Giを計算すると11、 

Gi ＝α0 γ1 +α1 
(1－t ) yi Ni ＋Zi

 pi
 －α1 γ0 (1＋τ ) 

Ni

 pi
 －α0 σ ∑  𝑗∈ Ji Gj －α0 δFk －α0 ηHk 

となる。この式を基に実証分析で用いる式を、 

Gi ＝β0 ＋β1 
Yi

 pi
＋β2 

Zi

 pi
＋β3 

Ni

 pi
＋β4 ∑  𝑗∈ Ji Gj ＋β5 Fk＋β6 Hk＋β7 minidum ＋εi  （4.2） 

とする。ただし、minidum は当該自治体の規模が市や東京 23 区のとき 0、町や村のとき

1 となる町村ダミーである。また εiは誤差項である。そこから得られるパラメータをもと

に、市町村における効用関数を導き出す。 

 

第 2 項 データの構築 

前項のモデルの実証分析を行うために必要なデータを、以下のように構築する12。 

他の都市が供給する地方公共財のスピルオーバー効果については、本稿ではスピルオー

バー効果の及ぶ範囲つまり中心都市を核としてつながりの深い市町村の集合を都市雇用圏

として分析するため、
j∈J

Gji を当該市町村が属する都市雇用圏における全市町村の歳出の

実績値の合計として算出する。 

本稿では土居(2000)に従い、財政支出を歳出総額から公債費と財政調整基金への積立金

と扶助費を控除したものを用いる。公債費と財政調整基金への積立金を控除する理由は、

公債費は過去の発行に伴う経費であり、また積立金は将来の公共財に充てる経費であるた

め、今年度の公共財支出として計算することはふさわしくないからである。扶助費につい

ては、家計への金銭的移転がほとんどでありかつその移転が家計の所得に含まれるため、

本稿のモデルにおける「地方公共財」供給に含めないのが妥当である。 

したがって、地方財政（都道府県・市町村）の財政支出はそれぞれ総務省「地方財政統

計年報」、「市町村別決算状況調」に基づき歳出総額から公債費と財政調整基金への積立

金と扶助費を控除したものを用いる。 

                                                   
11 詳しい計算過程については巻末の補論 A に記載した。 
12現時点で入手することのできる国勢調査のデータのなかで最も新しいのは 2010 年のものであるため、

それに準拠してデータは全て 2010 年のものを使用する。 
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国が供給する公共財、都道府県が供給する公共財については、国の目的別歳出のうち国

土保全および開発費は便益が特定地域にのみ及ぶ性質が強いため、次のように処理をす

る。総務省「都道府県別行政投資実績」に掲載されている投資主体別資金負担別・資金負

担区分・国費で都道府県ごとにその全国総額に占める割合を求め、この比率で国純計の国

土保全および開発費を按分し、本稿で対象とする国純計のその他の経費（国家機関費＋防

衛関係費＋産業経済費＋その他）に加えて、当該都道府県（に属する都市）に対する国の

公共財供給とする。 

推定で用いる mi（国からの定率補助金の補助率）は、国からの定率補助金を国庫支出金

と地方債とし、これらを歳出総額から公債費と財政調整基金への積立金を控除したものを

用いる。 

ここでの推定方法は、説明変数の内生性が疑われる可能性を考慮して、GMM（一般化

積率法）を採用する。説明変数として（4.2）式に含まれている地方交付税に関わる変数

が、地方交付税制度の下でその地域の人口要因や財政状況などを反映して決められる変数

であるため内生変数となっている恐れがあるものの、GMM による推定では適切な操作変

数を入れることによって上記の問題を回避できるからである。操作変数としては財政力指

数、空港費、粗付加価値額、資本ストック13を用いた。 

GMM では操作変数とモデルの妥当性を、過剰識別制約の検定で検討することができ

る。J 検定統計量の p 値が 0.05 以上であれば定式化と操作変数の組み合わせが妥当である

といえ、本稿ではこの条件が成立する推定式を採用する。 

 （4.2）式の推定結果は、表 4-1 の通りである。 

  

                                                   
13 資本ストックについては、経済産業省『平成 22 年度 工業統計表』市町村編の有形固定資産年末現在

高の値を用いた。なおデータの欠損している市町村に関しては、県内における有形固定資産年末現在高デ

ータの欠損している市町村の従業者数合計で当該市町村の従業者数を除することにより按分比率を求め、

都道府県全体の有形固定資産年末現在高からデータの採取できる市町村の総計額を減じたものに按分比率

を乗じて当該市町村の有形固定資産年末現在高を算出した。 
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表 4-1 (3)式の推定 

 

 

この結果より、 

α0＝0.9838146 α1＝0.0161854  γ0＝－7.11236  γ1＝4675.772 

が得られる。 

ここから市町村ごとに算出した最適公共財支出額（Gi*）を都市雇用圏別にまとめた14。

さらに都市雇用圏を中心市の規模ごとに分類し15、表 4-2 に示した。ここで実績値が Gi*を

上回る場合に、実績値から Gi*を減じた値を「過剰歳出額」と呼ぶことにする。反対に実

績値が Gi*を下回る場合、その不足分を「過少供給額」とする。なお表 4-3 ではそれぞれ

の分類に属する都市圏を一覧にしてまとめた。 

  

                                                   
14 都市雇用圏ごとの詳細な分析結果は巻末の補論 B に記した。 
15 都市雇用圏は中心市の DID 人口の規模によって、大規模都市圏・小規模都市圏・地方圏の 3 つに分類

される。中心市の DID 人口が 5 万人以上であれば大規模都市圏、1 万人以上 5 万人未満であれば小規模

都市圏、1 万人未満であれば地方圏である。 
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表 4-2 都市圏規模ごとの過剰歳出額 

(単位:百万円/％) 

 

 

表 4-3 都市圏規模ごとの分類 

 

 

以上の分析結果から、公共財は東京都市圏でこそ過剰供給であるが東京を除く 7 大都市

圏では過少供給の状態にあり、大規模・小規模都市圏全体でみれば実際の支出額が Gi*を

7000 億円ほど下回っていることが分かる。特に過少供給額の合計は 1.7 兆円程度に達す

る。地方圏では、127 の都市圏のうち 77 都市圏で公共財供給が過剰な状態にあり、地方

圏全体では約 4700 億円の過剰歳出が行われている。これをまとめると、 

(1)東京都市圏では過剰供給である  

(2)大規模都市圏全体と小規模都市圏全体では過少供給である 

(3)地方圏全体では過剰供給である 

ということになる。   
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この理由としては、自地域の公共財供給の便益が他地域にも大きく影響を与えてしまう

ようなある程度の規模以上の都市が中心である都市圏ではスピルオーバー効果により過少

供給になってしまう一方、それほど規模の大きくない都市が中心である都市圏はスピルオ

ーバーにより過少供給になる効果よりもソフトな予算制約のもとで過剰供給になる効果の

ほうが大きいためであるということができる。なお東京都市圏に関しては、不交付団体で

ある東京特別区からスピルオーバーする便益を周辺市町村が受けることによるものであり

国から財政移転を受けつつ無駄な歳出を行っているような他の都市圏と事情が異なってい

ると本稿では解釈する。 

このことから本稿では、過少供給地域に関してはスピルオーバー効果による非効率の解

消を、過剰供給地域に関しては国庫支出金やソフトな予算制約による非効率の解消を提言

する。 
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第 5章 政策提言 

 前章では、スピルオーバー効果を考慮したモデルによって全国の市町村が行うべき最適

な公共財供給量を算出した。その結果特に以下の 3点が考察として得られた。 

(1)東京都市圏では過剰供給である 

(2)大規模都市圏と小規模都市圏全体では過少供給である 

(3)地方圏全体では過剰供給である 

本章では、そうした分析結果に従い、いかに最適な公共財供給量を実現するかという観点

から政策提言を行う。 

 

第 1節 広域連携都市圏構想の導入 

 広域連携都市圏構想とは、公共財の便益が及ぶ範囲を行政区画と一致させ、公共財供給

量の最適化を実現するため、前章の分析で定義した東京を除く大規模都市圏・小規模都市

圏16を対象に都市雇用圏単位での市町村間の連携を推進するものである。ここで単位を都

市雇用圏とすることにより、人の流れ、つまりある市町村の公共財からその市町村の住民

だけでなく他市町村の住民も効用を受ける事態を考慮し、スピルオーバーを内部化するこ

とができる。 

本稿で提言する広域連携都市圏構想は、地方の都市部を対象とし、経済学的根拠に基づ

いた公共財供給量の最適化という明確な目的を備えている点で従来の都市圏構想とは異な

るものである。特に現在政府が推進している連携中枢都市圏構想は、過疎地域における行

政サービスの維持に主眼を置いたものであり、本稿の分析で言えば主に地方圏に相当する

地域を対象としている。こうした点で両者は補完的な政策であると言える。 

広域連携都市圏では、域内でスピルオーバー効果が生じる公共財の供給を中心市が一括

して担う。そのために周辺の市町村から中心市へ一部行政サービスの供給に関する権限を

委任するという手続きができるよう地方自治法を改正する。周辺市町村から中心市への権

限移譲という形式をとると、周辺市から権限がはく奪されるという誤解を招きかねず、政

                                                   
16前章の分析の結果から東京都市圏では約 6600 億円の過剰な公共財供給が行われていることが分かった

が、前章で述べたようにこの東京都市圏は他の都市圏と事情が異なっているため、国の関与により公共財

供給の是正を迫ることは必ずしも妥当と言えないので、広域連携都市圏構想の対象からは除外した。 
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策の実行可能性を低くする。しかし地域の実情に応じて合意形成を行い、周辺市町村が協

力してスピルオーバー効果が生じる公共財供給の権限を中心市へ委任することで、公共財

供給が過少な地域では住民のニーズを満たすだけの行政サービスの供給が可能になり、逆

に過剰な地域ではスピルオーバー効果に伴う歳出の無駄をなくすことができる。 

加えて中心市に向けて連携のインセンティブを付与するため、地方交付税制度17の下

で、地方交付税の財源を用いて、中心市に対して定額の「都市圏創設交付金」を国から支

給する。都市圏を創設しない市町村についても地方交付税の配分はゼロサムなので、それ

らの市町村に対しては自ずと交付額が減じることになる。これは都市圏を創設しないこと

に対する一種のペナルティを生じさせることになり、広域連携都市圏創設のインセンティ

ブにもつながる。 

 

第 2節 国庫支出金の縮小 

スピルオーバー効果による外部性を解消するためには、自治体に特定定率補助金を配分

するのも有力な手段である。我が国の地方財政制度では、国庫支出金がこれに該当する。

スピルオーバーを発生させている自治体に使途を限定した補助金を配分することで、行政

区画外にも便益が及ぶ特定の公共財について、社会全体として最適な公共財供給量の実現

を促すことができる。その際に最適な補助率は、他地域に流出する便益が総便益に占める

割合に等しい18。ただし、そのような便益を量的に測定することは極めて困難であり、実

際の国庫支出金の補助率の計算はスピルオーバーの比率に基づいてはいない。また、スピ

ルオーバー効果がなくなれば地方政府に対して特定定率補助金を分配する正当性はなくな

り、過剰な補助金の配分は必ずしも地方のニーズに即さない事業が行われる誘因にもなり

得る。このような点を踏まえれば、特定定率補助金の配分はあくまで行政区域の見直しに

加えて補完的に行われるべきで、最適な供給量を上回る過剰な公共財供給が行われている

場合については適宜縮小していくことが望ましい。ただし、特定定率補助金はナショナ

ル・ミニマムを保障するという役割ももっているため、廃止する費目はそれを保障する以

外の費目とする。本稿ではナショナル・ミニマムにあたる行政サービスを教育、福祉、警

                                                   
17地方交付税制度の機能には財源保障機能と財政調整機能とがあるが、ここでは財政調整機能(税収格差是

正)に純化しつつ別途財源保障を行う仕組みを構築する。交付税改革の詳細は先行研究が数多く存在する

のでそれに従うとして、本稿では都市圏の分析に集中する。 
18 持田(2013) 
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察・消防関連とし、その費目を義務教育費負担金、生活保護費負担金、児童保護費等負担

金、障害者自立支援給付費等負担金、子どものための金銭の給付交付金、普通建設事業費

支出金、災害復旧事業費支出金、社会資本整備総合交付金と置く。したがって本稿では、

国庫支出金のうち上述した費目以外の費目を全国の市町村に対して一律に廃止すること

で、国庫支出金を縮小させることを提案する。 

 

第 3節 広域連携都市圏財政運営協議会  

本節では、受益と負担の関係をより明確化し住民のコスト意識を高める手段として、

「居住者への課税」を原則としながら、独自財源の課税自主権を地方政府が積極的に行使

できるようにするため、広域連携都市圏財政運営協議会を設置することを提言する。 

地方自治体の過剰な歳出は非効率的な資源配分による負担の増加を当該地域の住民に帰

着させることによって削減できる。資源の浪費による負担の増加が、地方政府を規律付け

るインセンティブを住民に与えることができるからである。 

赤井・佐藤・山下(2003)は、独自財源への増税のコストが充分に高い場合、地方政府に

独自財源の増税を選択する権限を与えれば、地方自治体は事後的増税を回避するために財

政の健全化を図ることを、展開形ゲーム（図 5-1）を用いながら指摘している。このゲー

ムにおいて、中央政府が救済しないかぎり、地方政府が過剰な歳出を行うためには増税を

するしかない。地方による事後的増税を予見する中央政府にとっては、地方による事後的

課税権の行使は、地方が収入不足に陥って最低限必要なサービスを供給できなくなること

による「救済コスト」を緩和する。ある程度まで救済コストが緩和されれば、中央政府は

徒に地方政府を「救済」するのではなく、増税を促すことを選択するであろう。 
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図 5-1 事後的救済(中央政府)と事後的増税(地方政府) 

 

                         (出典)赤井・佐藤・山下(2003)より筆者作成 

このように、独自財源への増税の権限を地方政府に与えることは住民のコスト意識を涵

養するだけでなく、「救済」を行わないという地方予算のハード化を中央政府に促すこと

によって、第 1 章で述べたソフトな予算制約が地方財政を非効率的にしている問題を解決

することにも寄与する。 

 しかし予算のハード化によって痛みを伴う増税を行うよりも、増税を行わずに事前の財

政健全化を行うことが地方自治体にとって望ましいことは言うまでもない。前述のとお

り、事前の財政健全化を促す条件は独自財源への増税コストが充分に高いことである。そ

の観点からも税制改革を行う対象が居住者への課税であることが望ましい19。 

 例えば肥沼(2015)は、課税自主権を積極的に行使する対象として個人住民税所得割を提

案している。個人住民税の課税対象は居住者のみであり、この性質によって公共支出受益

主体とコスト負担主体を一致させ、地方支出のもたらす便益と負担の関係を当該市町村居

住者に対してより明確に示すことができるためである。 

 しかし現状、個人住民税に関して超過課税を行っている市町村はその政治的コストゆえ

極めて少ない。そこで、広域連携都市圏に属する自治体の代表者が意見調整を行える場と

して「広域連携都市圏財政運営協議会」を設置し、協同して税率を引き上げることができ

るようにする。これによって、地方政府が危惧する、税負担を嫌って人口が流出すること

が抑えられる。また、仮に税率を引き上げる決定をすることになったとしても、それは住

                                                   
19 2000 年の地方分権一括法施行以来、全国の自治体で課税自主権を根拠に非居住者を対象とする新税が

盛んに導入された。ただし非居住者に税負担を転嫁することは応益原則をゆがめ社会的に過剰な税率をも

たらすことになる。こうした租税輸出の問題は土居(2003)をはじめ多くの先行研究が指摘している。 
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民の意向を踏まえたうえで意思決定を行っているため、増税を嫌って人口流出が起きるこ

とは考えにくい。 
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おわりに 

本稿は、個々に地方自治体における財政の持続性を考慮しつつ、公共財供給が過剰であ

る地域に対しても過少供給である地域に対しても最適な公共財供給を促すことができるよ

うな広域連携のあり方を提言することを目的とした。 

そのための手段としてまず、既存の市町村の行政区域を超えて便益がスピルオーバーす

ることを踏まえ、市町村ごとの最適公共財供給量を導出するモデルを構築することによっ

て最適公共財供給量を算出し、どのような地域において公共財供給が過剰または過少とな

るのかを分析した。その結果、(1)東京都市圏では過剰供給である(2)大規模都市圏全体と小

規模都市圏全体では過少供給である(3)地方圏全体では過剰供給であるという結論が得られ

た。ここから、過少供給地域に関してはスピルオーバー効果による非効率性の解消を、過

剰供給地域に関しては国庫支出金やソフトな予算制約による非効率性の解消を目的として

掲げ、「広域連携都市圏構想」を提言した。「広域連携都市圏構想」とは具体的には(1)

「広域連携都市圏創設交付金」の交付 (2)国庫支出金の縮小 (3)「広域連携都市圏財政運営

協議会」の設立を指す。この提言により、公共財の過少供給をもたらすスピルオーバー効

果は排除され、役割がナショナル・ミニマムの保障のみになった国庫支出金を縮小するこ

とによって交付までの煩雑な事務的コストが削減され、地方財政の予算制約のハード化に

よって地方政府の事前の自助努力が促されるようになる。 

本稿では最適公共財供給量を算出するためのモデルにおいて、代表的都市を想定しその

効用最大化問題を解いたが、現実の都市には東京特別区のような大規模の都市もあれば人

口 500 人の零細な都市もあり、それらを抽象化して代表的都市というものに集約すること

は、実際の社会において望ましい供給量とモデルによって導き出された最適供給量の間に

乖離をもたらす恐れがある。また本稿は都市雇用圏をベースにして広域連携を提案したも

のであるため、都市雇用圏に属さない市町村(例えば離島など、他自治体と地理的に隔絶し

ており、経済面特に雇用面における交流があまり見られない地域)を議論の対象から外して

いる。しかしこのような市町村において望ましい地方財政のあり方が議論されなくともよ

いということは決してなく、国土保全など他の政策目的も踏まえて常に議論が行われてい

かなければならない。以上のような点に関しては、本稿の分析の主目的から外れることか

ら今後の課題として別稿に譲ることとしたい。 
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広域連携の取り組みを打ち出す政策はさまざまあるが、現在総務省が中心となって推進

しようとしている連携中枢都市圏構想などは未だモデル事業の域を出ず、本格的な取り組

みが開始されているということはできない。 

今後人口減少や高齢化が進展し、限られた資源を効率的に配分することが必要になって

いくなかで、本稿で述べたような実現性がありかつ高いパフォーマンスの期待される都市

間連携構想の導入は急務である。本稿が今後の都市間連携の議論にとって有益なものにな

ることを期待してやまない。 
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補論 

 A.効用最大化問題の計算過程 

効用関数  


i=1

m

ui ＝
i=1

m

 { }α0 ln (ci －γ0 )＋α1 ln (Qi －γ1 )  

α0 ＋α1 ＝1 

Qi ＝Gi ＋σ 
j∈J

Gji ＋δ Fki ＋ηHki 

代表的住民と都市雇用圏財政を統合した予算制約式 


i=1

m

 Pi (Qi －σ 
j∈J

Gji －δ Fki －ηHki )－
i=1

m

Yi ＋(1＋τ )
i=1

m

 NiCi －
i=1

m

Zi ＝0 

ラグランジュ関数 

L ＝
i=1

m

ui ＝
i=1

m

 { }α0 ln (ci －γ0 )＋α1 ln (Qi －γ1 )  

      ＋λ  {
i=1

m

 Pi (Qi －σ 
j∈J

Gji －δ Fki －ηHki )－
i=1

m

Yi ＋(1＋τ )
i=1

m

 NiCi －
i=1

m

Zi } 

その一階条件は、 

∂L

 ∂Qi
 ＝

i=1

m

 
α1

 Qi －γ1
 ＋λ 

i=1

m

 Pi ＝0 ...(1) 

∂L

 ∂Ci
 ＝

i=1

m

 
α0

 Ci －γ0
＋λ (1＋τ )

i=1

m

 Ni ＝0 ...(2) 

∂L

 ∂λ
 ＝

i=1

m

 Pi (Qi －σ 
j∈J

Gji －δ Fki －ηHki )－
i=1

m

Yi ＋(1＋τ )
i=1

m

 NiCi －
i=1

m

Zi ＝0 ...(3) 

(1),(2)より λ を削除すると、 

α1 (1＋τ )
i=1

m

 Ni (Ci －γ0 )＝α0
i=1

m

 Pi (Qi －γ1 )  ...(4) 
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また(3)より、 


i=1

m

 Ci ＝ 


i=1

m

 Zi －
i=1

m

 Pi (Qi －σ 
j∈J

Gji －δ Fki －ηHki )＋
i=1

m

Yi

(1＋τ )
i=1

m

 Ni

  ...(3)´ 

(3)´を(4)に代入すると 

α1 {
i=1

m

Zi－
i=1

m

 Pi (Qi －σ 
j∈J

Gji －δ Fki －ηHki )＋
i=1

m

Yi }－α1γ0 (1＋τ )
i=1

m

 Ni ＝α0 
i=1

m

 Pi (Qi －γ1 ) 

...(5) 

ゆえに(5)と α0 ＋α1 ＝1 より、 


i=1

m

 Qi ＝ 

α1 {
i=1

m

Zi ＋
i=1

m

Yi －γ0 (1＋τ )
i=1

m

 Ni }


i=1

m

 Pi

 －α0
i=1

m

 (σ 
j∈J

Gji ＋δ Fki ＋ηHki )＋α0γ1 

このようにして、市町村 1～m で形成される都市雇用圏 I の総公共財消費
i=1

m

 Qiを求め

た。そしてこれを 


i=1

m

 Qi ＝
i=1

m

 ( Gi ＋σ 
j∈J

Gji ＋δ Fki ＋ηHki ) 

に代入し、都市雇用圏 I が供給する地方公共財
i=1

m

 Gi

*

 の値を算出した。 
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B.都市雇用圏ごとの分析結果
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