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日本財政学会第 71匝！大会

日本財政学会 第 71回大会は， 2014'if 10 

月25.26日に中京大学で開催された プロ

グラムの概要は次の通りである．

分宇｜会名｜地方財政の実副分析 I 財政政策の実il1E
合再I26分｜分析 公共l討の.flR論，相l税の.flM論と市IJ

干｜会 ！支分科会．社会保障の：t訓分析 I. tt1 
政の諸問題ー合j1hiセ y ション I戦後税制

のl肘灯、l守地ん財政の実証分析 II，公

共財の実証分析守社会保障の経済学。

机税の実証分析 I. 11韓セソション句全

l耐セッション II「構造」としての｝｜本

財政一｜：建同家の複眼的考祭 ，地）j

lt.J政の実証分析 財政政策の..y,:例研究，

公共資本和税の事例研究初会保｜箪

の市IJ／支と坤一論．税に関する諸問題．企

l由iセ yション III財政運営の政治経済学

的分析．地方財政の珂日命と（茶話財政

の国際比較．財政政策の埋論分析，和l
税の実証分析 II. 社会保障の実証分析

II. 企画セッション IVI耳l民健康保険の

財政問題と隣接諸制度

シンポジウム｜「協働社会における財政」

招待講演 IAre we head珂 towardsa corporate 

tax system fit for the 21st centuryワ

Michael P. Devereux (University of 

Oxford) 

以上の内，招待講演は，複雑さを増す租税

同避に対して如何にして国際的な協調による

課税を実現するかについての，興味深い講演

であった．以下では，筆者が参加した分科会

とシンポジウムに絞って．内容紹介と若干の

コメント行いたい．

回宙
巴

L
b
q

，
 

i羊（元日本福祉大学）

I“企画セッション l戦後税制の再検討”，

“企画セッション H「構造Jとしての日本
財政一土建国家の複眼的考察一”

企画セッション IとHは内容的にも関連す

るため，一連の企画として紹介したい．企画

セッション Iの報告概要は次の通りである．

島村「減税税制と経済成長路線」は， 1970

年代初めまでの高度経済成長期に形成された

日本型租税制度の特徴が，資本蓄積を促すと

共に減税を通じて「不公平感」を解消する意

味での．減税型税制であったとする．それは，

増税に対する社会的な抵抗を醸成しその後

の低成長期における税制改革の失敗と国債依

存型財政運営との背景を成した．川勝／藤「バ

ブル経済下の税制改革」は日本の税制度が．

国際的な潮流である課税ベースの拡大と税率

のフラット化そして消費税への依存という特

徴から，大きく離れることとなった経過を論

じた．その特徴は，政治的な配慮が先行する

形で所得税及び法人税の大規模増税が決定さ

れてきたことであり，後年に多額の公的債務

を残すこととなった 根岸「迷走する税制改

革ー 2003年の税制改正の決定過程を中心と

して」では税制改革の決定メカニズムを，財

務省／総務省とエコノミストの声が反映され

易い政府税制調査会と，自民党支持団体の要

求を反映した自民党税制調査会，及び官邸の，

パワーバランスの変化に注目して論じた．

2003年税制改正の特徴は，官邸が経済財政

諮問会議を通じて主導権を握ろうとする試み

であった これらの報告に対して討論者から

は，官邸を通じたアメリカの影響力に注目す

る必要が指摘されていた

企画セッション Hの報告は次の通り．井
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子「土建｜主l家の構造的特質」は， ij没後財政！と

の肯’絡をトー建｜玉｜家の形成と解体という視点か

ら論じた．プロト士建同家とされる 1970年

代半ばまでの財政構造は，経済成長による税

収増を背景にした減税と財政投融資を活用し

た公共投資を特徴とした．それは 1970年代

のドルショックなどを経て，膨大な公共投資

を国債がファイナンスするという赤字累積型

の土建国家型財政に転換した．嶋田「国際比

較から見た土建国家への道一機関車論を巡る

米日独の関係」は， 日本が 1970年代半ば以

降の国債発行の急増を招いた「機関車論」を，

ドイツと異なって受け入れた理由を論じてい

る．それは端的には， 世界経済が停滞する中

での洪水輸出に対する各凶の反発と共に．国

内的には経常収支黒字化への懸念と，アメリ

カの要求通りの内需拡大を受容する政治的風

土があったことである．天羽「日米構造協議

と財政赤字の形成」は， 1990年の日米構造

協議が日本の財政赤字形成における転換点を

成したとする. 1960年代半ばの不況により

財政と輸出が牽引する成長パターンに転換し

た日本経済は．巨額の対米貿易黒字を積み上

げながらも 1980年代半ばには内需主導型に

転換したが，構造協議とこれに続く公共投資

基本計画の決定は，固と地方による公共投資

の拡大と巨額の財政赤字に導いた．

以下，これらの報告についての若干の私見

を記す 以上の報告は， L、ずれもシリーズ『日

本財政の現代史』の著者によるものであるた

め一貫性のある充実した内容であり，戦後の

財政が巨額の赤字に結果した経過と背景を，

各時点の政権による合意調達の戦略と政治メ

カニズムを含めて，構造的に説得力を持って

解明したと言える．今後の研究への期待を込

めた感想は次のようなものである．

第 lに．各報告が説得力を持つ主要な理由

は，土建屋型財政システムの形成に結果した

一連の政策に関わって，政権の座にあった決

定者が各時点で、の政治的な背景の中で，それ

ぞれの政治的な基盤を踏まえて自身の権力を

維持するために，合理的な判断を下していた

ことを構造的に説明した点にあると忠われ

る．反面で筆者の感想では．こうした政策決

｜｜本l!1政ヅ：会第 71川大会． 
Ji.：の経済的また社会的な背景との関係は，や

や掘りトーげ不足のように感じられた 財政を

「政治と経済との連結点」もしくは相互作用

として捉えた場合に，財政構造の歴史的な総

括は，膨大な赤字の累積という財政構造と財

政運営そのものの特徴に注目するに留まらず

に．結果的に寵された経済的また社会的な構

造の特徴にまで踏み込むことが必要に思われ

る 私見では，土建屋型財政とこれを基盤と

した政策展開は，現在の一極集中型で地方の

疲弊を伴う国土構造に結果したという意味

で，赤字構造に留まらない重い課題を残した

と言える

第2に，各報告が一連の政権による政策決

定の経過に注目して論じている結果，土建屋

型財政と膨大な財政赤字が，あたかも不可避

的な経過のように感じられることである こ

こで、注意するべきは，当事者にとって政治的

な支持基盤を維持するための合理的な判断と

結果として行った政策は，必ずしも国民的な

立場から見て「正しい」とは言えないことで

ある 囲内での財政支出が結果的に一定範囲

での雇用創出に結びっくことは．或る意味で

は一般的な事象とも言い得る訳で，政権側が

公共事業拡大政策を正当化するために雇用創

出を掲げたとしても，それが真の狙いであっ

たか否か，また別の方策が有り得なかったか

は別の問題である この点で土建屋型政策が

地方での雇用の創造を目的としていたという

評価に関連して言えば．例えば田中角栄の後

援会である越山会が．公共事業予算の配分を

通じて集票を競わせたことは良く知られてお

り，公共事業への支出が結果的に一定の雇用

に結果したとしても，地方での雇用創出を目

的とした不可欠の政策として正当化すること

は，必ずしも適切ではない

II シンポジウム「協働社会における財政J

シンポジウムでは， 4つの報告と討論が行

われた 栗田（国土交通省）「新しい公共と

まちづくり～地方公共団体との関わりを中心

に」は，多様な主体がハードな地域づくりに
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参jil1jすることが重要という立場から．道路や

公的不動産の官民共同活用のルールや事例を

紹介した．旧辺「PPPによる公共施設の有

効活用」は，千代旧区が所有するビルを，非

営利型株式会社による民間の創意工夫を生か

した「ビジネスコミュニティ jを伴う事業所

空間として再生した事例の報告である．村木

「英米の多様な主体の関わりによる地域づく

りから考える」は，成長期を過ぎた都市空間

に賑わいを取り戻すために．都市圏域の集約

化やイベント開催などを市民との協働で進め

ることを．イギリスと北海道の事例を通じて

論じた 山内「公共サービスの担い手として

の自治体と NPOの役割」は，阪神大震災以

来の NPOの活動と自治体との関係を整理し

て， NPO法人数の伸びが停滞しておりまた

休眠中の NPOも多いことや，市民の間での

NPOに対する一定の不信感，また行政との

関係で一定のギャップがあることを論じた．

NPOの設立が停滞した理由は，一般社団法

人の設立が制度改正の結果として容易になっ

たためとされた．

以上の内容は，いずれも事業主体としての

NPOの役割を論じたものである目以下，こ

れらの報告についての若干の私見を記す．各

報告はいずれも「新しい公共」またはその体

現としての NPOとの関係で，公私協働事業

の現状と展望を述べたものである 「新しい

公共」という概念は，私見では，総務省の研

究会報告書（2005年）「分権型社会における

自治体経営の刷新戦略一新しい公共空間の形

成を目指して－Jを晴矢とするが，その内容

は極めて暖昧であるーその理由はここで言う

「公共Jが，公共性か公共事業の主体か，そ

れとも市民が意識的に取り結ぶ公共圏かが暖

昧な事である．むしろその暖昧さこそが，「新

しい公共」という概念が広く受け入れられて

一世を風鹿した理由であったとも言える そ

れは阪神大震災を契機に高まったボランテイ

ア活動を初めとする市民活動を．従来のわ政

が依存していた自治会や体育協会や社会福祉

協議会等のような，主として地縁型の団体に

並んで、認知する一方で．必要性を増しつつあ

った官民協働型の事業主体としての活用を担

64 

ったものとf：＼＂える．こうした事業主体として

の市民｜寸｜体の役割を最視する LI~での経過

は，例えば筆者が研究対象とするスウェーデ

ンの事例とは対称的と思われる．スウェーデ

ンの政府は．市民団体を民主主義社会の実現

に向けた担い手として正面から位置づけると

共に．政府部門による市民団体の活発な活動

に向けた援助の役割を強調した上で，サービ

ス供給主体として市民団体が果たし得る役割

の具体化に向けた，市民団体との相互の協議

を進めている こうした民主主義の側面から

見た場合，公私の協働が求められる事業分野

が今後も拡大することが予想される中で＼市

民団体や NPOを事業主体としての視点だけ

から論じることは，逆に市民団体の可能性を

挟める恐れ無しとしない この点で，シンポ

ジスト（山内）による今後の見通しとして，

資金調達や広報力の弱い NPOは淘汰される

とする発言は象徴的に感じられたー

ill その他の分科会

筆者が参加した「財政政策の事例研究」分

科会では，喜田「EU地域政策の財政実態と

その効果 スペインを事例に」．嶋田「1975

年ドイツ税制改革と財源調達を巡る政府間関

係の実像一付加価値税の政府間配分と増税

に関する一考察－J.察「上海と首都圏の住

宅政策の国際比較に基づく実証的考察」の 3

つの報告が行われた．この内．筆者が討論者

として参加した喜田「EU地域政策の財政実

態とその効果」は， EUの地域政策基金から

多額の補助を受けたスペインの後進地域で，

囲内の他地域へのキャッチアップが現実にど

の程度達成されたかを. EU加盟前の地域開

発事業との比較と共に，雇用の創出や企業数

の増加またインフラ整備などの詳細なデータ

に基づいて論じたものである．結論的には，

補助対象事業が生活と生産面でのインフラ整

備に集中した結果，建設部門の企業が増加し

た反面で，これがどの程度まで持続可能な変

化と言うことができるかは極めて不透明で、あ

るとする．これに対する筆者のコメントでは．



EU統合の深化に伴い各｜司の地域経済が，

EU経済闘の一部としての性格を強めている

ことを踏まえた上で，スペインの経済構造と

その中での後進地域の特徴を論じる必要を指

摘した．

I l判M政学会第 711111大会． 
終わりに

筆者にとっては数年ぶりの学会参加であっ

たが．各報告共に充実した聴き応えのある内

容が多かったと思われる とりわけ．個別事

業の財政効率などに絞り込んだ研究よりも，

政治的また経済的な構造要因を踏まえた分析

が多く，筆者としては興味深く感じた次第で

ある．
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