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学会動向

日本地方財政学会 第16回 大会

八 木 信 一(九 州大学)

日本地方財政学 会第16回 大会 は,2008年

5月31日(土)と6月1日(日)の2日 間,

大東文化大学板橋 校舎 にお いて開催 された。

事前 に配布 された大会 プログラムで示 されて

いた ように,今 回の大 会は以下の2つ の特徴

を備 えていた。

第1に,東 京で開催 された大会であ りなが

らも,と くに地方 において深刻 な問題や重要

な政策課題 となっている,地 域 間格差や地域

経済振興が テーマ として積極 的に取 り上げ ら

れた ことである。第2に,地 方分権改革や地

方財政危機 な どを通 して社会 的な関心が高 ま

り,ま た方法論 における多様性が進む今,改

めて 「学」 としての地 方財政 を間 うことが取

り上げ られた ことであ る。

第1の 特徴 に関連する最 たる内容 は,シ ン

ポ ジウム 「地域経済再生 と公 ・民の役割」で

あった。パ ネ リス トは上田清司氏(埼 玉県知

事),大 原謙 一郎氏(倉 敷商工会 議所会頭),

神野直彦氏(東 京大学),林 宜 嗣氏(関 西学

院大 学),コ ー デ ィネー ター は金澤 史男氏

(横浜 国立大 学)で あった。 タイ トルに関わ

る冒頭発言 として,上 田氏か らは行政のつ な

ぎ機 能 と監視機能の重 要性 を指摘 された うえ

で,「 県庁 のマ ネジメ ン ト」 か ら 「県 政のマ

ネジメ ン ト」へ と転換 してい くことが必要で

あ る と述べ られた。大原氏 か らは,「 日本の

文化 的アイデ ンテ ィテ ィの基層」 と 「ビジネ

スにおけるクリエーシ ョン ・エ ンジ ン」 とし

ての地方の重要性が述べ られ た。その うえで,

今 の地方 は単 に経済的な停滞 に直面 してい る

だけでな く,生 活基盤 も劣化 している状況 に

ある ことを,わ れわれは深刻 に考 えるべ きで

ある と論 じられた。

林氏からは,地 域間格差が抱える現在の特

徴 として,東 京一極集中と地方における継続

的な人ロ減少,格 差要因の相互連関 と複雑化,

格差が東京 と地方 との間だけでな く,地 方 の

なかで も生 じてい る とい う重層化,こ れ らが

指摘 された。その うえで,大 都市への立地抑

制 と地方へ の立地分散 を柱 とした,こ れまで

の国に よる格 差是正対 策 は限界 にきてお り,

地域 ごとに取 り組み を進 めてい く必要性が述

べ られた。神野氏か らは,ス ウェーデ ンの経

験 と教 訓を踏 まえて,地 域再生 と公民の役割

の背景には,グ ローカ リゼー ションと産業構

造の転換が あるこ とが指摘 された。そ してそ

のなかで,ス ウェーデ ンのふ るさと保存運動

に見 られる ように,住 民ベースの下か らの運

動 を通 して,時 間をか けなが ら社会関係資本

を蓄積 させ,地 域 固有の文化や環境 を再生 さ

せてい くこ とが重要である と論 じられた。

以上の冒頭発言 を受 けて,デ ィス カッシ ョ

ンの内容 は多岐 に及 んだ。 ここでは,条 件不

利性 を抱 えるなかでの地域再生や地域経済振

興 をめ ぐる,上 田氏 と大原氏の見解の違 いに

触れてお きたい。上 田氏 は,条 件不利性 は都

市 と地方 とに限 らず抱 えて いるものであ り,

その ような制約の なかで も,地 域の なかで魅

力ある もの をいか に顕在化 させ るかが重要で

あることを指摘 した。他方で大原氏 は,地 方

の条件 の悪 さは深刻であ ること,そ して限 ら

れたサクセスス トーリーが,じ つ は制度的欠

陥を見 えな くしてお り,地 域社会で営 まれる

多様な生活 に制度が合 っていないことを論 じ

た。 これに対 して上 田氏 は,都 市 と地方を対

立の図式 で捉 えるこ とはあ ま り建設的ではな

く,更 なる分権改革で国 と地方 との関係 を変

えてい くこ とが必要であると述べた。 しか し,

この上 田氏の発 言 に対 して,筆 者は違和感 を

持った。都道府県 とい う行政地域 のなかでは,

概 して都市 と地方の双方 を抱 えてい る。そ し
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てそうであ るがゆえに,都 市 と地方 を対立の

図式で捉 える ことか ら脱却す るためには,都

道府県に大 きな役割が あるのではないだろ う

か。都市 と農村 の連携 を補完的 に支 える,広

域行政 としての都道府県の役 割について,上

田氏か ら全 く発言 がなか った ことは,元 埼 玉

県民の1人 として も残念 な思いが した。

また,条 件不利性 に対す る公の役割 につ い

て,林 氏 は イコール フ ッティ ングの もとで,

対等 な地域 問競争 をで きる環境づ くりがまず

必要 である と論 じたが,こ れ に対 して,金 澤

氏 か らイ コール フ ッテ ィ ングで ない現 状 で

は,そ こにおいて国が役割 を果たすべ きでは

ないか とい う意見が出 された。これに対する,

分権的なサ ポー トが必要であ るとい う林氏 の

回答 は,筆 者 には抽象的す ぎるように思えた。

視点 を変えて神野氏 か らは,地 域再生で重要

なことは,住 む人問が最大限の能力 を発揮す

ることであ り,そ こにおける公の役割 として,

労働市場へ の参加保障が必要であることを述

べ られた。 ただ し,い ずれ も大所高所か らの

意見 であったので,地 域再生や地域経済振興

の現場に関わる参加者の発言やパ ネリス トの

配置が欲 しい ところであった。

第2の 特徴 に関連す る内容 としては,宮 本

憲一氏(立 命館大学)に よる基調講演 「『学」

としての地方財政」 と,大 会2日 目午後 の ミ

ニシンポジウム 「学 としての地方財政」があ

った。 ここでは紙面の関係か ら,前 者の概要

を紹介す る ことに留めてお きたい。 まず宮本

氏 は,学 としての地方財政は,地 域の政治 ・

行政,経 済,社 会 に規定 されてお り,そ の具

体的 な要 因 として,地 域経済,地 域問題,お

よび地方 自治 の3つ が あ るこ とを指摘 され

た。そ して,藤 田武夫氏の官治的地方 自治論

や島恭彦氏 の地域経済の不均 等発展 論に触れ

た後,日 本 における近代的 自治の出発 点にお

いて,自 然村 を行政村 へ と強制合併 させ,こ

れ らの行政村 に多 くの機関委任事務 を分担 さ

せた ことが,住 民 自治 を重視 しない 日本の地

方 自治のゆがみにつなが った と述べ られた。

さらに,宮 本氏 は以上の要因について,歴

史的位相 と国際比較の観点か ら捉 えなければ

な らない と論 じられ た。 この うち歴 史的位相

から見 れば,地 方歳出につ いて は,福 祉 国家

の危機や少子高齢社会 の進行 を受けて,先 進

諸国では社会保障 をは じめ とした所得再分配

機能を持つ公共サー ビスが,地 方 自治体 によ

って担 われ る傾向が大 きくなっているこ とが

指摘 された。そ して この もとで は,こ れまで

の応益原則や負担分任原則 に沿った地方税 だ

けでは増大す る歳 出を賄 い きれず,応 能性や

弾力性 の高い税 源の移譲 とともに,財 政調整

制度が重要な役割を果たす ことが主張 された。

次 に,グ ローバ リゼーシ ョンや新 自由主義

的改革の もとで,共 通課題が多 くなってきて

いる昨今で は,国 際比較研究が進んで きてい

るこ とが紹介 された。 そのうえで,新 自由主

義的改革の弊害 として安全 ・安心 ・環境の危

機が起 こってお り,こ れ に対する修正が,更

なる市場原理主義 の展開 と地方 自治体 による

公共サー ビスの維持 とい う,2つ の異 なる方

向で起 こっているこ とが述べ られた。 この う

ち宮本氏は,後 者 の方向性 を支持 されている

が,そ れ を可能にす るには水平的なもの も含

めた,財 政調整制度 の再構築が重要 であ ると

指摘 された。最後 に,維 持可能な社会 をつ く

るための グリー ン財政改革の必要性 を論 じら

れた うえで,社 会 問題 を足元 か ら解決するた

めの学問的な方法 として,地 方財政があ るべ

きであ ると述べ られた。

グリー ン財政改革 を目指 した地方財政のあ

り方 のなかで,環 境 は大 きな位置 を占める。

今回の プログラムにおいて も,大 会1日 目午

前 に 「環境 と地方財政」がセ ッシ ョンとして

設け られた。 そ こでの報 告 は,芳 賀 普隆氏

(京都大学 大学院生)「 都 市 ごみ管理事業経営

の多様化 と行財政 システムー循環型社会形成

推進交付金 との関連 で一」,野 田裕康氏(駿

河台大学)「 土地環境汚染 に対す る政府の役

割一 ドイッ東独州の土壌汚染 浄化支援 を例証

として一」,熊 捕崇将氏(早 稲 田大学大学 院

生)「 環境 政策 にお ける地域 自主協定の可能

性 と課題一杉並区の レジ袋有料化 を事例 とし

て一 」であった。 この うち以下で は,筆 者の

これ までの研究分野 に近い,芳 賀報告 と熊捕

報告の概要 と感想 を述べてお く。

芳賀氏 の報告で は,三 位一体改革でおこな
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われた補助金の交付金化の典型的な事例であ

る,循 環型社会形成推進交付金の制度的特徴

とその課題が論 じられた。筆者はこの報告の

討論者であったが,廃 棄物財政の政府間関係

においては,交 付金化の影響は依然としてあ

まり大きくないことを確認できた。だが,交

付金の対象外 となっている小規模自治体への

言及や,自 治体廃棄物政策に関わる計画担当

者と事業担当者 との相互関係の把握など,先

行研究を踏まえた独自の研究課題があまり見

られなかったのは残念であ り,今 後の研究の

進展を期待 したい。

熊捕氏 の報告で は,杉 並 区の レジ袋有料化

を促 すために,杉 並区,事 業者,お よび住民

が参加する レジ袋削減協議会 との間で締結 さ

れた,地 域 自主協定が取 り上 げ られた。有料

化 によって負担 を強い られる事業者がこの よ

うな地域 自主協定 を締結するイ ンセンティブ

として,規 制 の脅威,地 域環境CSR,情 報

発信 の手段,政 策形成 の4つ が挙げ られた。

そ して,杉 並 区の事例 を踏 まえた今後 の課題

として,情 報的手法 を加えたポ リシー ミック

スによって事業者 の環境配慮 が高 まるように

誘導するこ と,特 定の業種 や事業者に政策 コ

ス トの負担 が集 中 しないための措置 を講 じる

こと,お よび専 門的知識の蓄積や強い政策圧

力 を背景 として行政の交渉力 を強化す ること

がそれぞれ指摘 された。

討論者の薮 田雅 弘氏(中 央大学)か らは,

自主協 定概念 のなかでの地域 自主協定の位置

づけや,他 の有料化実施 自治体 における地域

環境CSRの 状 況 な どについ て,コ メ ン トが

なされた。 これ らに加 えて,筆 者 は次の3つ

の感想 を持 った。第1に,杉 並区の地域 自主

協定 における住民 の位置づ けである。報告で

は杉並区 と有料化実施事業者 に関す る言及が

多かった一方で,レ ジ袋削減協議会が果た し

た役 割や地域環境CSRに 対す る住民の反応

については,あ ま り触れ られなかった。第2

に,容 器包装 リサ イクル法 はあ くまで も国の

法律であ り,か つての公害防止協定や宅地開

発指導要綱 な どと比べて,自 治体が持つ裁量

は大 き くはない。それゆ え,規 制の脅威手段

として,こ の法律 を杉並区が効果的 に用い る

ことがで きたのか,疑 問 なところがある。第

3に,CSRに つ いて の詳 しい検討 がな され

ていなかった。欧米 と日本 との違いや業種 ご

との違いを踏 まえた検 討 を加 える必要があ っ

たであろう。

この他 のセ ッシ ョンと しては,1日 目午前

には 「公会計 ・収支分析 」,「自治体財政の健

全化」,「諸外国の地方財政(1)」,「 地域振

興策 の現在」,2日 目午前 には 「政府間財政

関係 の国際比 較」,「検 証 ・平成 の大合 併」,

「諸外国の地方財政(2)」,「 地域福祉 と地方

財政」,「地方債の課題」,「地方交付税 ・補助

金」,2日 目午後 には 「地方財政計画 ・基準

財政需要」,「効 率性評価」,「地方税(1)」,

「地方税(2)」,「 モデル分析」が設け られた。

地方分権改 革のネ クス トステージに向けて,

学 としての地方財政の方向性 を改めて確認で

きた意義深 い大会であった ことを述べ,本 稿

を閉 じたい。
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