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持JIi虎三の財政運営

捲JIl虎三（にながわとらぞう， 1897～ 1981)

は1950年から 1978年まで， 7期にわたって

京都府知事に当選した

強JII虎三は社会党・共産党推薦なので，

新知事であった 3期以上務めた唯一の革新

知事，そして全国はじめての 6選， 7

として，捲Jll虎三は戦後政治史において非常

に重要な知事であったー

革新知事はイデオロギー先行で，福祉のば

らまきにより放漫財政になって破続しぬ80

年代から財政運営の手段を持つ「実務家型知

（中央官僚出身，自民党推薦）に取って

代わったというのは戦後政治史の通説となっ

ている．しかし都道府県の財政運営を全国

分析した先行萌究は皆無である中，上述の通

説は検証されたことがないまま法く行き渡っ

ている．

京都清の場合，強Jll虎三の後継者である杉

村敏正（京都大学法学部長，共産党推薦）は

1978年京都府知事選で林田悠紀夫（農林官僚，

自民党等推薦）に負けて以来，京都府知事は

（自治官紫， 自民党等推薦），山田

（自治官僚，自民党推薦）と続き，今に

っている．一見してイデオロギー対決時代

の革新知事から f実務家型知事」に変わった

という通説の講図そのものに見える．

本論文はまず財政運営を左右する都道府県

主体行政投資を検討する．とくに京都府単独

道蕗事業の財政に占める割合，そして京都府

が受け取る地方交付税の変化を明らかにす

る．京都府債一行政投資京都府費－財政規模

とつながっている中，中央との関係を検討し

ながら，賂JIl府政と自民党府政と財政運営の

違いを明らかにする．

最後は分析の結果によって，戦後政治史の

上記の通説を検証する．

京都府財政の検討に当たり，ま

の大部分を占める行政投資を分析したい．

もっとも，都道府県主体投資には国の補助金

と地方交付税がつき，場合によって甫町村負

担金もある．都道府県の政策決定に影響があ

るのは主に国の動向だと考えられ，国の動向

を考慮に入れて話を進めたい．

各年度『行政投資実績jによると，京都府

主体投資／全都道府県主体投資は 1950年代

の災害復旧を除いて， 1995年に最大値に

したが， 1.4%であった．それは屈の地方財

政出動誘導に乗り，京都府単独道路事業費を

大轄に増やしたもので，大きな財政赤字を出

した京都舟主体投資／全都道府県主体投資

は1960年代の 0.9%～ 1.1%程度から， 1980

年代の 1.1%～ 1.3%程畏まで高くなった．

その要因を分析するため，

（京都清主体投資／全都道府県主体投資）＝

（京都府主体投資／全都道府県歳入［都道府

県債情換除去］）／（都道府県主体投資／全

都道府県歳入［都道府県債借換除去］）

と分解してみる．

なのは， 1980年代以降歳入と比べ

て大きくなった公債措換で，たまたま公積借

換の年で歳入が高くなるに見えることを避け

るため，本論文では，なるべく公債借換を除

したデータを使ったなお．公債借換の計

算方法は後出である．分析の結果，（京都府
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主体投資／全都道府県歳入［都道府県債借換

除去］）は1960年代も 1980年代も変わらなく，

0.35%前後であった．もう一方，（都道府県

主体投資／全都道府県歳入［都道府県債借換

除去］）は 1960年代の 0.4程度から 1980年

代の 0.3程度に下がった．これが要因となっ

て，（京都清主体投資／全都道府県主体投資）

が1960年代と比べ， 1980年代に高くなった

ことがわかる．なお，この結果によって，京

都府主体投資の割合の変化を説明できる．つ

まり，京都府主体投資が京都府におけるすべ

ての行政投資に占める割合は安定していた

が，京都府主体投資が全都道府県主体投資に

占める割合が上がったのは，全都道府県主体

投資のレベルが下がったからである．ちなみ

に京都府の財政規模に対して，京都府主体

投資は 1960年代も 1980年代もあまり変わっ

ておらず，どちらかと言えばむしろ少し低く

なったではなぜ1960年代と 1980年代と比

べて，（都道府県主体投資／全都道府県歳入

［都道府県債借換除去］）の場合は 0.4対 0.3

と多く，（京都府主体投資／京都府歳入［府

債借換除去〕）の場合はともに 0.2強と多く

なかったのか．すなわちなぜ 1960年代にお

いて，全都道府県レベルと比べ，京都府は府

県主体投資が少なかったのか．

都道崎県主体投資の影響要因として，まず

考えられるのは政蔚の補助金である．普通建

設事業支出金とは災害復旧を除いた行政投資

の補助金のことである．その額は災害復旧の

補助金を大幅に上回るので，普通建設事業支

出金に絞って分析したい．なお，このデータ

は1954年度が初年度となっている．分析の

結果，捲Jll府政期の 1960年代， 1970年代には，

京都府が受け取る普通建設事業支出金は全都

道府県の 1%を下回り，府政転換後は全都道

府県の 1%に達したことである．知事の在任

期間に分けてみると，表lのとおりである．

まず路JII虎三2～7期（計6期）は 0.87%.

林田悠紀夫～荒巻禎一（計6期）は 1.03%と

いうことを確認できる．また，捲Jll虎三は第

3期知事選の前，松野鶴平に会い，小Jll半次

より自民党推薦状を受け取った．この知事選

は共産党が対立候補を出して，強Jll虎三を批

判した．自民党が蟻川虎三に対して対決姿勢

を強めたのは第4期以降だと言われる（前尾

繁三郎『政治家の方丈記i参照）．実際，捲

JI I虎三 2.3期は 1.29%,4～7期は 0.84%

であったもっとも，都道府県主体投資／全

都道府県歳入（都道府県債借換除去）は京都

庶主体投資／京都府歳入（府債借換除去）を

かけ離れたのは蜂Jll虎三 3期最後の 1961年

度であった．

しかしながら，捲Jll虎三 2.3期の京都府

は財政再建国体で，また台風災害を連続で受

けていた蟻JII虎三 7期の 1975年が最低値

の0.73%となったのは，捲Jll虎三が国補助事

業を合め，建設事業を削ったからであると考

えられる．後で検討するように，石治危機の

影響で 1975年に京都府財政は大きな減収と

なり，義務的経費をまかなうには，一般貯源

と比べ， 24.3%の府債を借りざるを得なかっ

た年度であった．また， 1960年代は出が京

都府よりも後進県に行政投資を投入したとい

う見方もあり，京都府当局もこの見方をとっ

ている（「研修通信第27号J).

表 1 時期別京都府が受け取る普通建設事業支出金全国比

知事・任期 年度 京都府が受け取る普通建設事業支出金全国比

捲JII虎三 2.3期 1954～1961 1.29% 

強JII虎三4～7期 1962～1977 0.84% 

捲Jll虎ニ2～7期 1954～ 1977 0.87% 

林田悠紀夫 1978～1985 0.94% 

荒巻禎一 1986～2001 1.07% 

林田悠紀夫～荒巻禎一 1978～2001 1.03% 

（出所）各年度『地方財政統計年報j
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データからわかるように，京都府において

の（普通建設事業支出金／府県主体投資）は

一貫して全都道府県レベルを下回っている．

都道府県主体投資は都道府県単独事業と都道

府県国捕助事業からなるので，（普通建設事

業支出金／京都府主体投資）が低いのは，国

補助事業の割合が少ない，あるいは補効率が

高い事業の割合が少ないと考えられる．京都

府には京都市があるので，後述のように，捲

Jll府政期は全自 6位になるほど財政力指数が

高かった京都府が受け取る（普通建設事業

支出金／京都府主体投資）が一貫して全都道

府県レベルを下回ったのは，京都府貯政力の

さゆえに，全都道府県レベルより

をやることができたからと考えられる．デー

タでは府政転換前後の変化はとくに確認でき

ないが，強JII府政期そもそも田補助事業が採

択されにくいことは否定できない．なぜなら，

補助金も出なく，単独事業として仔う財政的

余裕もなく，事業を断念する場合は，（普通

建設事業支出金／府県主体投資）の分母にも

分子にも入らないので，現れないからである．

実際，ほ場整備事業はその状況であった．

は屈の裁量的経費で，

政治的配分が行われたと報告されている（r補
助金と政権党j参照）．京都清の場合でも，

ほ場整備事業構助金は政治関係で少なく配分

され，ほ場整備事業があまりできなかった

(2014年5月，京都府農林部長（当時）庄野

勇夫に開き故り）．ほ場整備事業の場合は政

治家レベルと官僚レベルが融合している．

蟻JII府政期に，京都府の普通建設事業支出

金全国比は低く，普通建設事業支出金／京都

府主体投資は府政転換後ととくに違いはない

ことは既述のとおりである．それは強JII清政

期に京都府の採択された国祷助事業が全都道

府県の中少なかったと考えられる．可能な解

釈は，①高度成長期に留は財政力が弱い県に

構助金を優先配分した，②京都府当毘は補助

金を積援的に申請しなかった，③京都府は申

請する国補助事業が通りにくく，やむをえず

一部京都府主体投資を断念した，の 3つであ

る．

①については完全には否定できない．②に

捲JII虎三の財政運営

ついては，国禎助事業を採択されうるのに京

都府当局がそれを行わないとは考えづらい．

実際，路JII府政期の京都府庁では，何事業で

もできるかぎり中央の構助金をとってやれと

いう方針が浸透していた（2014年7月，新

井進に開き取り）．

③については，ほ場整備事業のように，少

なくとも一部は成立した．ちなみに，蟻Jll虎
三6期の知事選で，反賂Jll陣営は賎JII虎三が

陳矯に行かないので， 13年間 890.9鎮の補助

金が降りなかったと宣伝した（「若い京都J『70
年京都府知事選挙の記録j, P264）.もし全国

1%の普通建設事業支出金を f賂Jll虎三が自

民党陣営に入れば受け取るはずjだと考えれ

ば， 13年間（1ヲ57～ 1969年度）は 25.6億

と補助金が少なかったことになる

以上で検討してきたように，京都府主体投

資／全都道府県主体投資は 1960年代の 0.9%

～ 1.1%程度から， 1980年代の 1.1%～ 1.3%

程度まで高くなったのは， 1960年代の都道

府県主体投資／全都道府県歳入（都道府県債

借換除去）が高かったからである. 1960 

代の京都府主体投資／京都清歳入（府債借換

除去）は高くなかったのは，京都府は財政力

が高いので，捕助金・地方交付税の優先配分

を受けなかった可能性もある．しかしほ場

整備事業譲助金のように，少なくとも一部の

補助金・地方交付税は故治的配分が行われ，

少なかったので，京都府は行政投資を一部断

念した．

既述のように財政運営を左右するのは裁

量的経費で，裁量的経費の大部分は行政投資

である．以下は行政投資京都府費の財源を分

析 し蟻Jll虎三の財政運営の特徴を突き止め

る．

行政投資京都蔚費は国主体事業費府負担

金，国補助事業費府負担金，府単独事業費か

らなっている．

2は自本の都道府県財政のイメージ閣で

ある．
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表 2 都道府県議出・歳入構成

歳入 歳出

都道府県債借換 都道府県債借換

都道府県債純増

行政投資都道府県費

補助金

出資金・貸付金等

都道府県債利子

地方交付税 扶助費・補助費等

地方議与税

人件費

都道府県税

（出所）筆者作成

都道府県歳出の財源は非常に複雑で，かっ

常に変わっている．例えば補助金は政府が

地方をコントロールする手段として取りあげ

られるが，捕助金の半分程度は義務教育国産

負担金で，教員の人件費である．よって，歳

入と議出の科目簡で 実際の資金の流れを確

かめて，通時的・都道府県横断的な比較を行

うのは非常に困難である．

流れが限定されている科目は使い果たすし

かないという硬直性はあるが，歳出はどのよ

うにまかなうかを検討するには，実際の資金

の流れはそれほど大事で、はない．地方交付税

制度もこのような考えで成り立っている．地

方交付税は基準財政需要額（主に人件費など

義務的経費）に対して，基準財政収入額（主

に地方税など固有財源）の不足分を補填する

ものである．実際の流れでは，基準財政需要

額の多くは教員の人件費のように補助金でま

かなっているが，行政投資など裁量的経費に

も多くの地方税などが投入されるので，年度

ごとにみると地方税で人件費をまかなうと違

いはない．ちなみに，経常収支比率という指

標も同様な考えをとっている．

表2は国有財源（歳入）と義務的経費（歳

出）を下に置いている．地方債について，法

律は赤字補填のための地方債発行を認めず，

世代間負担の公平をはかる・あるいは利用料

等収益が見込めるため，投資事業の財源とし

て地方債発行を認める．

本稿ではできる限り地方債借換除去のデー

タを使った．その理由は，地方自治体によっ

て，借換持期・金額が違うので，通時的・都

道府県横断的な比較に支障をきたすからであ

る．

行政投資京都府費の財源を分析するにあた

って，まず基礎データとして地方債データの

計算方法を説明する．

要注意なのは， 目的別歳出の公債費支出は

公債発行の事務経費などが含まれているの

で，性質別歳出の公債費支出よりすこし大き

いことである．分析結果に影響はないが，本

稿では日的別歳出の事務経費含みの公債費支

出を使っている．

本稿では，

①本年度末公債現在高一前年度末公債現在

高＝本年度公債純増

②公債収入一公債純増＝公債借換

③公債費支出一公債借換＝公債利子

という考えに基づき，公債現在高，公債収

入，公債費支出をもって，公債借換と公債利

子を割り出した．

割り出した公債借換と『地方債統計年報j

掲載の公債借換データを比較してみると，ほ

とんど結果は変わらないので，上記の式は間

違えていないと考えられる．

定義上，②と③は当然マイナスになっては

ならない．京都府債は 1953, 1971, 1974, 

1975, 1992の各年度は②がマイナスとなる．

『地方債統計年報Jのデータを使ってもほと

んど同じ結果で，マイナスである．全都道府

県債は 1954年度②がマイナス， 1993年度③

がマイナスで， 1994年度③がO近くである．

つまり，いずれの異常値も前後年度と連続で
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はないのである．同様に『地方債統計年報J
のデータを使ってもほとんど同じ結果であ

る．本稿は①についてそのまま使っているが，

②と③について，問題ある年度のデ｝タを除

去した．

図1は行政投資京都時費の財源を表してい

る．一般財源とは，府税，地方議与説，地方

交付税のことである．扶助費とは生活保護費，

児童・老人福祉費 社会福祉費などのことで

ある．構助費等は都道府県が市町村に支給す

る捕助金等のことである．補助費は扶助費よ

り数倍高い. 1990年代以降，扶助費・補助

費等の割合が急増したなお，本論文すべて

の閣には，府政転換の 1978年（1977年度末）

に縦隷が入っている．

まず注目したいのは行政投資京都府費のレ

ベルである．京都府は 1950年代の台風災害

で1954年に都道府県第 l号として財政再建

国体の指定を受け， 1ヲ61年に財政再建を

了したのである．検討済のように，普通建設

事業支出金という補助金を考えない場合，図

1が示すように財政再建後の行政投資京都

府費レベルは蟻Jll府政でも，告民党府政でも

変わりはない．とくに捲Jll清政期の 1971年

度，（行政投資京都庶費／一般財源）が

46.4%に達したもっとも， 1980年代以降，

普通建設事業支出金を含めて，捕助金の補助

率が下がったしかし普通建設事業支出金を

除去しでも， 1971年疫の京都府費レベルは

非常に高いことに変わりはない．捕助金制度

の変化のため，国 1では通詩的に数値の高さ

を比較しがたいが，財政運営を説明するにあ

強JIi虎三の財致運営

たっては充分である．

蟻JIl府政期は景気がよいと行政投資京都府

費のレベルを51き上げ，景気が悪いと行政投

資京都府費のレベルを引き下げ，府債純増を

コントロールしたことが図 1でわかる．つま

り，捲Jllは法舘どおりに財政均衡を原則に封

政運営を行なったことがわかる．後出のよう

に，財政再建後の 1965年度から，（京都府積

現在高／京都府歳入）が（都道府票集現在高／

都道府県歳入）を下回るようになった．

保守府政期はバブル経済後，行政投資京都

府費のレベルを大幅に引き上げた．これによ

って， 1992年度から毎年度の府債純増が急

増した後出のように， 1992年度が京都府

債現在高／京都婿歳入急増の転換点となっ

た．

実際，当時の荒巻禎一知事は 1992年6月

府会本会議で「私は今，府債については積握

的にやっていくのが必要jと述べた． また，

1993年 12月府会本会議では，荒巻禎一知事

は f京都府としましては，まだ財政的には起

の余力はあるJという認識を示した（『京

都府議会会議録n.
国lなどでわかるように捲別府政の財政

は「財政に店、じて行政投資高を

るJ，自民党府政の財政運営は「行政投資高

に応じて封政を調整するJことである．以下

は資料をもって財政運営の実態を明らかにす

る．

蟻Jll虎三は「昌治体の借金てえものは，返

せる自信のあるものは情札災害が起こりそ

うな海岸の護岸工事だとか，道路なんかをな
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おす，ということですよ．そんな借金はあと

で生きてくるもんですわJと知事退任後述べ

ている（『洛陽に庇ゆj, P71）.蟻JII虎三の知

事在任中，府議会において，保守側ばかりで

はなく，革新側からもしばしば積極予算要求

が出たこの類の質問に対し，府議会で蟻JII 

虎三は，府債は全部府民諸君の負担なので，

むやみに借りではならないと繰り返し終始

地方債の原期で答弁した．

蟻JII虎三の実際の貯政運営については，自

治省キャリア官僚で京都府総務部長を務めた

(1971～ 1974）荒巻禎ーは以下のように証言

している．

路Jllさんは財政再建国体第一号を経験して

おられたためか，財政に対しては固いという

か，非常にシビアでした．ぽくなんかが予算

案を持って行くと，「各部長辻ほとんど苦し

いときの経験をしていないから，甘い」とい

われるんです．「カネはありますからJって

いってもね．

予算編成では，普通，事務当局が切ったり

したものを知事がつける場合が多いのですが，

捲Jllさんは逆に「こんなのはもっと締めた方

がよいんじゃないかJといわれたものです．

京都の前は静岡県や長崎県などでも予算編成

にあたってきましたが，ぼくのやり方を「甘いJ
と指摘したのは捲川さんぐらいでした．

（『洛陽に庇ゆlP72) 

後年，荒巻禎ーが知事になって，行政投資

を一気に増やし大きな財政赤字を出したの

は既述のとおりである．

もっとも， 1975年度は急激な税収減（京

都府は大都市府県の特徴で，法人二税が割合

が高く， とくに景気に敏感）で，捲Jll虎三は

義務的経費をまかなうには，府債を増やさざ

るをえなかったのは図1からわかる．しかし

注目したいのは，不景気が本格化する前，イ

ンフレで盛り上がった 1972年度から，蟻JII 
虎三は大幅に行政投資京都府費を削ったこと

である．ちょうど「甘い」といわれる荒巻禎

一総務部長の在任中にあたる．

1971年 1月，強Jll虎三は京都府農業会議

会長の桑原正信との対談で，以下のように述

べた

1970年のはじめに， lつは，表面流には，

インフレの流れがあり，底流には不況の流れ

がだんだんはっきり……もう来年辺りから

は，われわれのほうの税収もうんと減ると思

うんです．昨年が頂上ではないか，今年あた

りから少しず、つ減っていきて，来年当たりは，

自治体でもまた赤字を出すところが出てくる

と思うんです．こっちは，そういう覚惜をし

て，一生懸命貯めこみましたけれどもね．

(191u r京都農政情報j, P38) 

後出のように，全都道府県の（行政投資都

道府県費／全都道府県一般財源）が減り始め

たのは石油危機で不景気が本格化した 1973

年度からで、あった京都府より 1年間遅れた．

財政運営について，財政均衡の捲Jll府政と

財政出動の自民党府政の違いは明らかであ

る．

都道府県財政は，国との関係抜きではわか

らない． もっとも，京都府のような財政カが

高い宥県でも，清税と地方譲与税をあわせて

歳出の 4割程度で，残りの 6害tlは国からの地

方交付税と補助金である．

強Jll虎三は見える建設とともに，見えない

建設が非常に大事であると繰り返した見え

ない建設とは自治意識を引き上げることであ

る．蜂Jll虎三は自本式の長いものには巻かれ

ろの意識を克服しないと f意識が低い自治

体として苦しまなければならないJと述べて

いる．

捲Jll虎三は「個人的にも政党的にも中央と

つながっていると，プラスになる」（『路JII知
事講演・挨拶・談話集j「地方政治の展望座

談会記録j新潟県知事塚田十一郎）というよ

うな「中央と査結する地方政治Jに反対する．

捲Jll虎三の財政運営の裳にも，「自治意識」

があった．つまり 自分で考えないと，うま

く行くはずがない．中央から如何にお金を取

ってくることで勝負するのではなく，主体性

をもって考え，行政で必要なことにお金をつ

けて勝負するという信念である．

府政転換後，京都清の財政方針は国との協

調で、お金を取ってくることに変わった．

林田知事は就任後すぐ京都政経懇話会を開

き，中央からお金をとることによって発展す
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る方針を強調した（『研修通信第 512号j).

そして，部課長公所長会議において林田知

も以下のように，同じ趣旨で述べた（W研

修通信第 514号）．

このような知事の財政方針を受け，京都府

の官僚も方針転換したたとえば，安達勝出

納長が「国の仕事を府下に導入するように努

める必要があるJと述べた u研修通信

582号j).

林田府政下，府会では財政問題について，

具体的に答弁したのは財政担当の荒巻副知事

であった行政投資を府債を借りて行い，府

債は国が補填するという考えである．前政方

針として，「スポンサーっきの起債Jを「で

きるだけたくさん取ってきたいJ(1983.2『京

都府議会会議録lP62). 

以上見てきたように自民党府政の財政運

の裏には，「中央直結jという中央への依

存意識がある．生活と経営に役立つ土木事業

を工夫し財源をつけるのではなく，中央から

お金をとって土木事業の最をかせぐ発想、であ

る．政策レベルにおいて，経済政策の対立軸

のほか， 自立（蜂JII府政）対依存（自民党府

政）というイデオ口ギーの対立軸が明らかで

ある．

もっとも，日本の財政鰐度が変わらないか

ぎり，中央からの財源の大切さは蟻JII蔚政も

自民党府政も変わらない．しかし路Jll虎三

は「屈が補填してくれる」と言って府債を借

りることはない．問題は荒巻禎ーのいう「ス

捲Jll虎三の財政運営

ポンサー付きの府債」は菌が本当に播填して

くれるかどうかである．

図2から，京都府義務的経費の不足分すな

わち

（京都府税十地方譲与税一人件費一府債利

子一扶助費・補助費等）／一般財源

地方交付税によって補填した後のレベルすな

わち

（京都府が受け取る地方交付税＋京都府税十

地方譲与税一人件費一府債利子一扶助費・補

助費等）／一般財源

利子を考えないと地方交付税によって捕填し

た後のレベルすなわち

（京都府が受け取る地方交付税＋京都府税十

地方譲与税一人件費－扶助費・矯助費等）／

一般財源

という 3つのレベルで確認できるように財

政再建期や石油危機以外，地方交付税は大体

京都府義務的経費の不足分を補填したぐらい

であった．バブル期には京都府は地方交付税

を余分に受け，行政投資京都府費の補填や府

債の補填と見ることはできるが，ほとんどの

年において，荒巻禎ーのいう地方交付税によ

る府績の補填は，利子程度であることがわか

る．

図3は全都道清県の状況を示している．間

2と問様に， 3つのレベルを確認すると，

都道府県は財政状況がよくなっても，地方交

付税レベルが低下することはない. 1960年

代後半から 1970年代前半のインフレ期とパ
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①－~都議開焚純増／会都道府第一般財

会一一行政授滋都道府長悪質J：全都i草野手長喜一般
②j 黙滋

i③援金都道府職十地方議繍一人何日
①！ の都遊府県綾科二子一扶盟主資・被露首焚害事／

⑤i N ，ア錦織
©Iヨ〉翠~~地方交付税十全都滋府潔税十地方議主苦

続一人件愛日都道府禁繁利子一扶助奏
．機劾焚等／一銭翼才滋

⑤一一地方交付税十会都議府累税十地方議与
③ i 税一人件焚日扶劾焚 a 犠.litJ焚毒事／ー絞

財源

国3 全都道府県が受け取る地方交付税

（出所）各年度 f地方財政統計年報if地方債統計年報jf行政投資実績Jより筆者作成

ブル期において，地方交付税がそのまま加算

されることになり，昌治省はそのまま行政投

資都道府県費や都道府県債の補填に配分する

ことができる．ほかは京都府の場合と同じよ

うに，都道府県債利子が地方交付税によって

捕填されている．

もっとも，地方交付税鞘度は，所得税，法

人税，酒税の一部を財源に，地方自治体の基

準財政需要額不足分を補填するものである．

1954年度発足当初の財源は所得税，法人税，

酒税の 20%であったが 1966年度まで数度

にわたって引き上げられ， 32%となった（自

治省でこれは「三割自治」という， f自治官僚l
P91）.当然ながら，財源はそのまま地方自治

体の基準財政需要額不足分と一致する限りで

はないので，大蔵・自治大臣折衝など地方財

政対策と言う過程で地方交付税総額を決める

a地方財政の政治経済学lP30）.地方交付

税の欝源問題について，自治省・大蔵省の争

いは戦前からの官僚の牧民派（横割で人事に

よる支配），研究派（縦割で予算による支配）

の争いの継続であるといわれる．自治省の地

方交付税財源の引き上げ，あるいは総合補助

金構想は大蔵省と縦割官庁の総反対で実現で

きなく， 32%が決着点となった a自治官僚l
P96). 1970年代以降，地方交付税の財源は

地方自治体の基準財政需要額不足分を恒常的

に下回るようになり，地方債発行の枠を拡大

したり，地方交付税特別会計の借入をしたり

して地方交付税の総額を確保した（『地方財

政の政治経済学lP32). 

以上の経緯からわかるように，ポイントは

2つある．第一に，地方交付税と補助金の財

源奪い合いは官僚レベルの対立であり，第二

に，地方交付税の財源が余ってはじめて政治

的余地が入る．国税3税の 32%が自動的に

地方交付税の財源となる以上，自治省は当然

これを減額させるなどはしない．図 3で確認

できたインフレ期でも バブル期でも，地方

自治体の基準財政需要額不足分は減るが，地

方交付税の割合は減らないのである．自治省

は地方交付税の財源を余分に持っているの

で，基準財政需要の算出方法で，地方債の算

入とか行政投資額の算入とか工夫する余地が

生じる．この場合，縦割官庁一大蔵省一補助

金のルート以外，政治家は自治省一地方交付

税のルートを使う余地も生じる．

図4は，地方交付税が歳入に占める割合を

示している．国2と関 3で確認したように，

1960年代後半インフレ期，京都府税収入が

増え，そのまま地方交付税減額につながり，

全都道府県が受け取る地方交付税レベルとの

開きが拡大した. 1980年代後半バブル期，

京都府税収入が増えたが，地方交付税減額が

あまり行われず，全都道府県が受け取る地方

交付税レベルとの開きが拡大しなかった．こ

の区別は政治的配分の可能性が高い．

地方交付税制度とそれをめぐる政治通程で
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捲JIi虎三の員十政運営
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概観したように，荒巻禎ーのいう地方交付税

による府債の諦填は地方交付税の貯源によっ

て決まる. 1970年代以降 国の財政状況が

悪化する中，地方交付税による府鎮の補填は

ほとんど利子程変であった．後で示すように，

いうスポンサー付きの府債はその

まま京都府の財政状況を大きく悪化させるこ

ととなった．

以上では行政投資京都府費の慰源を検討し

てきた．以下では京都府歳出が拡大する

を分析し府霞現在高の変化を明らかにする．

図5は京都府歳出の内訳である．

る地方交村税の欝j合

とは扶助費・捕助費等のことで，前述のとお

りである．貸付金等とは貸付金・出資金のこ

とである．国 5において，人件費と

補助費等を消費的経費（義務的経費），行政

投資京都府費と貸付金・出資金と府債利子を

投資的経費（裁量的経費）と見なしている．

そのうち，貸付金は回収速度が早い行政投資

と見なすことができ，出資金は常方で資産に

対応するので，行政投資のー撞と見なすこと

ができる．府積利子は地方財政法上，行政投

で発生する金融コストと見なすことがで

き，行政投資の一部として考えられる．

図5によって，まず京都府－歳出の全国割合

は1980年代以時全都道府県の 1.6%程度から

1.7%程度に上がったことを葎認できる（地

方療器換除去）．上がった要因について，

2.00免

1. 50覧

LOOも

0.50詫

0.むC誌
総方策潜換犠

〆丸、
人と三ノj 地方壊
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国5 京都清議出の構成

より筆者作成
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1980年代～ 1990年代後半は行政投資京都府

1990年代後半は扶助費・補助費等に

あることがわかる．ちなみに， 1960年代末

で漸減傾向にある人件費等義務的経費の割合

は右油危機以降で、跳ね上がったのは，貯政収

入が減づた後，裁量的経費よりも義務的経費

が減りにくいので，割合が大きくなることで

ある．全都道庶県歳出の内訳を表す図6から

も，同じことを確認できる．

以上で見てきたように， 1990年代末以降，

京都府郡部の全国以上の高齢化で，京都府の

扶助費・補助費等の歳出比が全国以上に伸び

た（京都市は福祉行政を府より移譲された）．

その構造変化を別に， 1990年代末以前，京

都府債一行政投資京都府費一財政規模はつな

がって，ポイントは行致投資京都清費であっ

た行政投資京都府費の水準を目標にすると，

府債発行で構うしかないし財政規模が大き

くなる．政策レベルにおいて，経済政策の軸

でみると，強川府政と自民党府政は，投資を

行政サーゼスの手段として使うか（供給側経

済学）と投資島体を目標にするのか（需要側

経済学）のように対立軸の両方にあることは

既述のとおりである．その対立は財政規模に

も反映されている．

1960年代，全都道府県主体投資が歳入に

対して高かったが，京都府主体投資が歳入に

対して高くなかった（図 3）.背後に政治的

原田が考えられることは既述のとおりであ

る．その中で，捲JII府政は主体性を持って，

必要な行政投資に予算をつけていたことは既

述のとおりである．行政投資以外に，捲JII府
政は行政サービスの向上に務めた．詳しい検

討は別論文で行うが，賂川府政の行政サーピ

スは，地域や業界から評価されたことは記し

ておきたい．たとえば府農協中央会長の荻野

武（1968年～ 1980年在任）は捲JII府政の長

所について，「予算規模ではなくて，全国に

誇るにたるものだと考えている施策Jである

と言っている（1974.12r京都農故清報l
P38）.一般的に保守系の地盤とみられる農協

会長がこう発言したことは注目されてよい．

府政転換後，反捲JII陣営は蟻Jll府政と対比

しつつ，府債増加－財政規模拡大自体を評備

した．経済故策の対立軸では，財政規模の面

からも，大きいのがいい（需要側経済学）一

役立つのがいい（供給傑経済学）のように，

自民党府政と捲JII府政の違いがわかる．

図アは京都府歳入の内訳である．前述の理

由で，地方債借換除去の方がより明確に歳入

構成を表しているが， 1990年代前半はいく

つか地方領データが不都合があるので，デー

タに欠落の部分はある．

図7で注目したいのは， 1980年代以降国

庫支出金の割合の下落である．前述のとおり，

国の行政改革で補助率が引き下げられた影響

である.1978年度から 1984年度に至って，（京

都府税＋地方譲与税）／全都道府県歳入（地

方債借換除去）は 0.60%から 0.73%まで回

復した. 0.73%とは 1965年度と関じである．
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図6 全都道府県歳出の構成
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図7 京都府議入の構成（地方策錯換除去）

（出所）各年度『地方財政統計年報if地方債統計年報jより筆者作成

京都府が受け取る地方交付税／全都道府県歳

入（地方領借換i詮去）は， 1984年度が0.26%

であったのに対し 1965年度は 0.15%であ

った．京都府が受け取る国庫支出金／全都道

府県歳入（地方債借換除去）は， 1984年度

が0.38%であったのに対し 1965年度は

0.42%であった地方税と補助金を合計する

と， 1984年度は 1965年震より 0.07%高かっ

た府債純増／全都道府県歳入（地方債借換

除去）は1984年度が0.08%であったのに対し

1965年度が0.06%で， 0.02%高かった京都

府歳入／全都道府県歳入（地方債借換除去）

は1984年度が 1.72%であったのに対し

1965年度が1.52%で，0.2%高かった地方税・

補助金・府債純増によって， 0.2%のうち，

0.09%を説明できる．前述のように，高度成

長期において，中央財政の財政カが弱い府県

への優先配分という可能性は完全に排除でき

ないが，政治的配分の可能性が高い．いずれ

にせよ，バブル期に入る前の 1980年代を通

して，毎年度の府債純増の増加なく，京都府

の財政規模・行設投資府県費規模の全都道府

県に占める割合が拡大した要因は，地方交付

税と禎助金の割合拡大であったことがわか

る．バブル期の後 京都府税・地方譲与税は

減収になったが，岳民党府政は留の地方財政

出動誘導に乗って，財政規模・行政投資府県

費規模の全都道府県に占める割合を維持する

には，玲92年震から毎年度の府債純増に頼

っていたことは既述のとおりで，図 7から確

認できる．

国8は全都道府県の歳入の内訳を示し国

7と同様に， 1980年代以降の補助金の割合の

下落を確認できる．また，前述の地方交付税

の割合が一定に保ったことも確認できる．

図9は地方債現在高／地方歳入を示してい
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図9 京都府債現在高／京都府議入（府債錯換除去）

（出所）各年度『地方財政統計年報Jr地方債統計年報jより筆者作成

る．国 9から，京都府は黙政再建後，地方債

現在高／地方歳入が全都道府県レベルを下回

るようになったことを確認できる． とくに

1975年以降，京都清が全都道府県以上に府税・

地方議与税が落ちた後，府税・地方譲与税レ

ベルが回復していない中，路JII虎三は京都府

の地方債現在高／地方歳入（地方債借換除去）

を1976年度の 39.12% 1977年度の 39.80%

と横ばいに保っていたことは注自に値する．

同時期，全都道府県の地方債現在高／地方歳

入（地方債借換除去）は 42.09%から 46.49%

へと大きく上がったこれは前述のように，

賂Jll虎三は全都道府県より 1年間はやく，

1972年度から行政投資京都府費を削ったと

いう経済を読む能力と財政運営の手腕による

ものである．ちなみに，賂Jll虎三は封政調整

基金を 1976年度末の 6億から， 1977年度の

お億まで穣み上げ，林田悠紀夫に受け継が

せた府政転換後，自民党府政は国の地方財

政出動誘導に乗って， 1992年度から府債を

財源に，行政投資京都府費を増やした結果，

京都府は全都道府県と同様な経過で地方債現

在高／地方歳入（地方債借換除去）が急増し

たのは，図 9から確認できる．

各節での分析によって 以下の結果が得ら

れた．

1京都府主体投資

①京都府主体投資／全都道府県主体投資は賂

Jll府政期（1960年代）．より自民党府政期（1980

年代）が高かった

②その要因は 1960年代より， 1980年代の全

都道府県主体投資／全都道府県歳出（都道府

県債借換除去）が低かったことである．

③京都婿主体投資／京都府歳出（府債借換除

去）は 1960年代も 1980年代も同レベルにあ

った．

④ 1960年代，京都府が受け取る普通建設事

業支出金の全国比，地方交付税の全国比（地

方交付税－補助金構造変化を入れ済）は

1980年代より低かった．

⑤京都府政転換前後，受け取る普通建設事業

支出金・地方交付税レベルの変化は，中央に

よる政治的配分が原因になる可能性が高い．
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2行設投資京都府襲の財源、

⑥姥JII府設は財源を見込んで，行政投資京都

府費を調整した．自民党清政は行政投資京都

を決め，府震で財源を補填した．

⑦政策レベルにおいて，政策論で見ると，行

政サービスを目的にして 行政投資を手段と

して使うのか（越川府政），行政投資自体を

自的にするのか（自民党府政）と言った理念

の違いがある（経済政策の軸）．

③中央との関係で見ると，住民の自治意識の

向上を受け，主体性を持って行政投資の内容

を考えるのか（蟻JII帝政），中央直結で行政

投資資金を奪い合って，中央からの資金の配

分機関となるのかと言った理念の違いがある

（イデオロギーの軸）．

⑨中央政治が行設の利益過程において，縦割

官庁一大蔵省一端助金と自治省一地方交付税

の2つのルートがある．

⑮ 2つのルートの関係は主に政治レベルでは

なく，官後レベルの政治過程で決まる．

⑬地方交付税の財源は所得税，法人税，酒税

の32%と決まった 1966年度から，

入まで，地方交付税の震源は構造変化がなか

った．

⑫地方交付税による地方績の捕填は地方交

付税の財源が基準財政需要額を上回ることあ

ってはじめて可能となる．

⑬ 1990年代以持，地方交付税の財源の余裕

がなくなり，自民党清政の京都清に地方交付

税の鐙先配分はありえたが府債の補填は利

子程震であった．中央も中央の事情があり，

決して自民党府政のいう投資のため措金すれ

ば国は後で面倒を見るように甘くない．

3京都府議出窓入の内訳

⑬ 1960年代（姥Jll府政）より 1980年代（自

民党府政）の京都清歳出／全都道清県歳出（地

方債借換除去）が高かった

⑮議出面は行政投資京都清費／全都道府県歳

出（地方領錆換i徐去）が増えたからで，増え

た要因は②と間じである．

⑮歳入面は京都府が受け攻る補助金・地方交

付税合計／全都道府県歳出（地方債借換i捻去）
が増えたからで，涼国は⑤と関じく政治的配

結JIj虎三の立す政運営

分の可能性が高い．

⑫ 1961年度京都清財政再建後， 1ヲ66年度か

ら京都清の地方債現在高／地方歳入（地方債

借換除去）が全都道府県を下由るようになっ

た．

9姥Jll虎三は石地危機前の 1972年度から行

政投資京都府費を削ったなどの封政運営手腕

で，全都道府県の地方債現在高／地方歳入（地

方債借換除去）が急増した中， 1976-1977 

年度の京都府の地方領現在高／地方歳入（地

方領借換除去）を横ばいに保った

⑮島民党府政が国の地方封政出動誘導に乗っ

たので，京都府の地方債現在高／地方歳入（地

方債借換除去）は 19幻年後全都道府県と向

じ道程をたどって急増した．

本論文がはじめて都道府県の封政運営を全

面分析して，革新知事は放漫財政によって財

政破綻をきたしたので，「実務家型知事Jに

とってかわったという通説と正反対の事実を

発見したすなわち，京都府の場合，革新知

事の鰭JII虎三が非常に厳しい財政運営を行な

ったが，中央官捺出身の「実務家型知事jに

とってかわった後，政策の自主性を放棄し

中央のときの思惑に踊らされて放漫財政にな

ったのである．よって，京都府政の転換は財

政運営の行き詰まりから来たものではないこ

とがわかる．

討す記｝

本研究は日本学術振興会「アジア・コアj

受けている．
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