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はじめに　一教育財政研究と地方交付税分析一

本稿は,教育財政研究,特に戦後教育財政(史)研

究における地方交付税分析の新たな視角として,その

政治的側面に注目する必要があることを示すものであ

る,

市川昭午(1978)は教育財政研究の研究課題を, ①

教育経費論, ②教育配分論, ③教育財源論, ④教育財

政政策論, ⑤教育財務会計論の5つに分けている1),こ

のうち,日本の教育財政研究は戦前･戦後を通じて,③

の教育財源論,その中でも義務教育費に関する補助金

研究,言い換えれば,国家財政と地方財政が(公)戟

育費をどのように分担するかという点を中心的な関

心･対象として展開してきた2).それは｢財政｣が政

府の経済活動,具休的には｢公共部門の歳出入｣3)を意

味する概念であるとすれば,そのような定義で言うと

ころの｢教育財政｣が存在せず4),教育費に特定の財

源が即国庫負担金を意味していたことによる.いいか

えれば, r教育｣財政を対象として設定する際に,その

分析対象となりうるものが限られていたという事情が

あった.

その反面,義務教育費国庫負担金のr裏財源｣とし

ての一般補助金(地方財政平衡交付金,昭和29年度よ

り地方交付税交付金)に対する言及は,義務教育費国

庫負担金に対するそれと比して,盛んであったとは青

いがたい.教育財政研究が地方交付税に言及するのさま,

教育財政ないし教育費の概説の一部として,地方交付

税制度一般の解説と,基準財政需要額のうちの教育費

の算定方法の解説を行うもの5)や,その基準財政需要

額の算定の際の単位費用や条件基準を問題とし,それ

が教育条件の整備に対して不充分なものであるとする

研究6)に限られてきた,その理由は,教育財政研究が

地方交付税を分析対象に設定しようとした場合に,財

政学的なアプローチには限界があるという点にある.
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教育財政研究が地方交付税に言及しようとする場合,

地方交付税交付金が使途を制限しない一般補助金であ

り,実際に支出された額を意味するとは限らないため,

そのうち教育費として措置される額のみを取り出して

考察することの意味が希薄となってしまう,しかし改

めて述べるまでもなく,戦後日本の義務教育財政シス

テムの中で地方交付税制度が果たしてきた役割はその

額の大きさからいっても決して看過することはできず,

戦後教育財政研究は地方交付税の分析を避けて通るこ

とはできないのである.そのような状況の中で,本稿

は,地方交付税(の教育費)に対する財政学的アプロー

チの限界をひとまず認め,地方交付税額の算定が持つ

政治的な側面に対するアプローチの端緒をつかむこと

を目的とする.

なお,本稿ではシャウプ勧告から昭和30年の地方財

政再建促進特別措置法(昭和30年12月15日成立,昭

和30年法律第195号)の成立までの時期を対象とする.

対象期間をこの時期に設定した理由は,シャウプ勧告

に関しては,言うまでもなく,それまで30年以上にわ

たって続けられてきた中央政府による義務教育費の半

額負担という制度を完全に廃止し,新たに垂直財政調

整の機能を担うこととなった地方財政平衡交付金に組

み込むという,義務教育費負担における大きな変容を

もたらしたからである.

また,地方財政再建促進特別措置法の成立までの時

期で区切った理由は,この法律が,適用された府県の

支出に対して制限を加えるという性格のものであり,

その影響をひとまず排除しておきたい(文中でも触れ

るが,本稿で扱う岩手県は昭和31年に適用を受けた)

という理由と,昭和31年に,それまでの教育委員会法

が, ｢地方教育行政の組織及び運営に関する法律｣-と

取って代わられ,それまで教育委員会がもっていた予

算原案の送付権がなくなるなど,財政的な面での変化

が多く7),こちらの影響も排除しておきたいという理

由である.

以下ではまず1で当時の岩手県が置かれていた財政

状況を整理し,次いで2で成立した一九五二年義務教

育費国庫負担法が地方に与えた影響について簡単にま

とめろ.具体的には,義務教育費について, ｢負担金分｣

と一般財源とを峻別する考え方が生まれていることを

確認する.最後に3で,一九五二年義務教育費国庫負

担法の成立により,一般補助金にターゲットを絞った,

純県費持ち出しを防ぐための新たな戦略の萌芽が見ら

れることを示す.

1.県財政と教育予算の概括

ここでは,当時の岩手県が置かれていた財政状況を

具体的に明らかにするために,一九五二年義務教育費

国庫負担法の成立前後における予算編成と予算中の教

育費8)について確認する.

まず表1は,昭和23年の教育委員会発足以降の各年

度最終予算における教育費の総額をまとめたものであ

る(資料の関係から,昭和28年度のみ12月末現計).

これによって,一九五二年義務教育費国庫負担法制定

までの教育費の推移を確認する.

表1　教育費歳出予算(最終)累年比較

年度 冰ﾈ蟀~B�竰�指数 

23 都釘纉�RﾃS���100 

24 ���3�"ﾃSSb緜���164 

25 ��經Srﾃ��偵C���196 

26 �"��SR��S�ﾃSs��259 

27 �"縱3Rﾃ3#"繝#��344 

28 �2ﾃ#途ﾃS3Bﾃc���415 

註:r指数｣は昭和23年度を100とした値

出典:岩手県教育庁調査課(1954) p.1.

岩手県では, 5年間で教育予算が4倍以上に膨張してい

ることが分かる.

占領期(昭和20年度から26年度まで)における地方

財政の膨張についての分析の中で林健久は,占領期の

財政支出の拡大の原因を,地方行政領域の拡大と行政

機構の複雑化に加え,その前半における激しいインフ

レーションとを挙げる.また都道府県の教育費に関し

ては,教職員給与の上昇をその原因として挙げている
9)ほか,別稿では,教育費の膨張の原因として, ①延

長された義務教育の新制中学分の人件費が,小学校と

同様県費負担であったこと. ②昭和23年度の盲･ろう

学校の義務化に伴ってそれらの学校の教員給与が負担

の対象に含まれたこと.③昭和24年度の途中から定員

定額制が実施されたが,多くの府県で実人員が定員以

上に達していたため,都道府県が負担する額が国が負

担する以上になったことを挙げている10).本稿の直接
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の目的とは異なるため,これ以上詳述することはしな

いが,林の指摘した上記の三つの原因のうち,第三点

の定員定額制の影響については,岩手県でも昭和28年

度に定員定額制となった時点で定員を約千人上回って

いた,そこで当時の教育長山中吾郎は委員の代表との

陳情で約200人,議会の代表との陳情で過剰人員の約

半数の増員を文部省に認めさせた11)が,結局その多く

を県費で賄った12)という事例がある.

次に,教育費と県歳出との関係について確認してお

こう.表2は,平衡交付金によって義務教育費が措置

されていた昭和26年度から,一九五二年義務教育費国

庫負担法が制定されてから昭和31年度までの教育費と

県歳出の推移である.

表2　県歳出と教育費の比較(当初予算:単位円)

教育費 剏ｧ歳出 僊/ら (鶴) 

総額(A) 倡y�B�総額(ち) 倡y�B�

26 ��ﾃscづ�3bﾃ����100 迭ﾃ3Cbﾃs#BﾃC���100 �32�

27 �"ﾃ�3rﾃssbﾃ����121 澱ﾃ涛rﾃcsBﾃ����131 �3�絣�

28 �"ﾃ都bﾃSc津S���168 途ﾃs�"ﾃSCBﾃs���146 �3ゅ��

29 �2ﾃSsづ��bﾃC���202 湯ﾃ�唐ﾃCCゅs���170 �3偵2�

30 �2ﾃS3Rﾃ3#"ﾃs���200 唐ﾃss�ﾃ�S"ﾃc���164 鼎��2�

31 �2ﾃ�#Rﾃss"ﾃ����222 湯ﾃS��ﾃ3��ﾃC���178 鼎��2�

註:｢指数｣は昭和26年度を100とした値

Å/B (県歳出に占める教育費の割合)は小数点以

下第二位を四捨五入した.

出典:『岩手県教育年報』各年版より筆者作成

ここでも,教育費の膨張が,県歳出のそれよりも急激

に進んでいることが分かる.また,県歳出に占める教

育費の割合も40%を超え,非常に高い割合になってい

る13),そして教育費の多くは人件費であり,例えば昭

和27年度には87%14),昭和28年度には実に85%を人

件費が占めており15),予算の硬直化を来すこととなっ

た.

また,この時期の岩手県財政のうちで押さえておか

ねばならないのは,この期間に岩手県が赤字団体に転

落したということである.表3によって確認する.

岩手県財政は,昭和26年までは黒字であったが,昭

和27年に赤字に転落し,昭和31年の5月には,昭和30

年12月に制定施行された地方財政再建促進特別措置法

の規定に基づく財政再建団体となり,自治庁の指導に

よって昭和35年までの五年間で財政再建を行うことと

なった.

表3　岩手県財政の赤字と黒字

21

最後に,このような財政赤字の原因について簡単に

言及しておこう.池上岳彦(1994)は,新潟県におけ

る財政危機について,新潟県議会の議事録や財政統計

をもとに分析し, ｢1950年代前半において,地方財源

の不足及び偏在と地方財政調整制度の不十分性により,
一般財源の総体的な不足及び地域間格差が存在した.

これに一般財源補填的な地方債増発と国庫支出金に関

する超過負担が加わった.そして一般財源が乏しいな

かで戦後改革の理念に基づく教育制度等を運営しつつ,

産業基盤･国土開発保全等の施設水準を向上させよう

とする公共投資を展開したことが,後進県を中心とす

る深刻な財政危機を招いた｣ 16)と結論づけた.池上に

よって挙げられたいくつかの要因のうち,岩手県議会

本会議の議事録から一つ指摘しうることを挙げれば,

シャウプ勧告に基づき導入された地方財政平衡交付金

制度と,それを引き継ぐ形で昭和29年度から導入され

た地方交付税制度が担った地方財政調整制度の｢不十

分性｣についてである.この点について,岩手県では,

知事が二代続けてほぼ同旨の演説を行っている点が注

目される.

まず,昭和26年2月26日の県議会本会議における昭

和26年度当初予算の説明の中で,知事(国分謙吉17))

は以下のように述べていた.

ただ惜しいことにはかのシャープ税制使節団の勧告

に基づいてなされました税財政の改革によって,地方

税制の根本的改正と地方財政平衡交付金制度が,国民

の多大な期待の下に創設せられたのでありますが,国

家財政の都合なのか,あるいは地方財政の実情に対す

る認識を誤ったのか,十分なる財源付与の措置が行わ

れなかったのであります.そのためにかつてない財源



22 教育行政学論草　第26号　2007年

の窮迫に陥り,不十分な施策に甘んぜざるを得なかっ

たことは返すがえすも遺憾な次第であります18)

この発言から,昭和25年に平衡交付金制度が導入され

てからわずか1年で,県当局の側に平衡交付金に対す

る不満が生まれていたことは注目していいだろう.ま

た,昭和31年3月5日の県議会定例会で,地方財政再

建促進特別措置法を適用するかどうかという佐々木一

夫(無所属クラブ19))の質問に対して,知事(阿部千
一20))は,

地方財政の赤字というものは- ･(中略)･ -大

部分は制度の欠陥である,占領行政中にシャープ勧告

というものによる税制が樹立せられたのでございます

が,多分にそれに基因しておるということは今皆認め

られておるところであります.このままで行けば結局

自然に赤字が出て来るというようなことがここ二,三

年の間に事実をもって証明された,本当の黒字団体と

いうのは数えるくらいしかなくなっているんです.大

部分は漸次赤字団体に転落しつつある,これは放漫行

政でも何でもないのであって,衆人環視の中で法に

よって拘束された範囲においてやってやむを得ずして

皆赤字団体に転落しておるという状況でございますの

で,その点は今や中央政界においても定説になってお

る21)

表4　県教育費(予算)歳入予算額(単位円)

と述べ,財政赤字の原因がシャウプ勧告によって導入

された地方財政平衡交付金制度にあるという認識を示

している.ここではその詳細について論ずる余裕はな

いが,県当局側の-つの認識として押さえておくべき

であろう.

2.岩手県における一九五二年義務教育費国庫負適法
の受容

ここでは,一九五二年義務教育費国庫負担法が岩手

県において持った意味について確認する.昭和25年に

それまでの一九四〇年義務教育費国庫負担法に基づく

国庫負担制度が地方財政平衡交付金に組み込まれて以

降,地方財政平衡交付金-の不満が存在していたこと

は上述の知事(国分謙吉)答弁からも確認したが,辛

衡交付金制度下にあった昭和27年からの県教育費の財

源内訳から表4によってその動向を確認しておこう.
一九五二年義務教育費国庫負担法が適用された昭和

28年度予算で国庫支出金が大幅に増加しているのは当

然としても,それ以降,義務教育費国庫負捜金をその

大半とする国庫支出金の割合は,35.6%,34.3%,35.0

%, 35.0%と,教育費全体の三分の一以上を国庫支出

金によって(使途の決まっている義務教育費国庫負担

金についていえば安定的に)賄うこととなった.加え

て,教育費中の国庫支出金のうち,一九五二年義務教

育費国庫負担法に基づいて交付される額がどの程度で

あったのかについて,昭和30年度の値で確認しておこ

＼ �ｩLｨﾞ�ﾋ��国庫支出金 俶yw�{��-�詹�I{��その他 俘xﾇb�

27 �"ﾃS#津##rﾃ#���35,654,100 ���Rﾃ3��ﾃc���78,700,000 �"ﾃsCづン"ﾃ����
(92.0) 茶��2��(3.8) 茶"纈��(100) 

28 ��ﾃ��づ�#rﾃc���1,175,351,700 ��3Rﾃ��rﾃ#���77,337,100 �2ﾃ#途ﾃS32ﾃc���
(57.9) 茶3R綯��(4.1) 茶"�2��(100) 

29 �"ﾃ���ﾃCc�ﾃ3���1,259,660,600 ��sづ塔づS���145,341,000 �2ﾃcsRﾃCS�ﾃC���
(56.9) 茶3B�2��(4.9) 茶B����(100) 

30 �"ﾃ#SRﾃcc津����1,365,059,600 ��sBﾃ�3�ﾃ3���107,494,400 �2ﾃ��2ﾃ�SBﾃC���
(57.8) 茶3R����(4.5) 茶"繧��(100) 

31 �"ﾃ3cbﾃ�CRﾃS���1,451,206,600 �#�"ﾃ�3津#���130,286,200 釘ﾃ�C津SsrﾃS���
(57.0) 茶3R����(4.9) 茶2����(100) 

註:各年度12月末現在の値. r一般財源｣には交付金, rその他｣には財産収入,寄付金.雑

収入,県債が含まれる
括弧内は全林に占める割合(単位% :小数点以下第二位を四捨五入)

出典: 『岩手県教育年報』各年版より筆者伸成
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ラ.昭和30年度の国庫支出金の額は,上掲の表にもあ

るように, 1,365,059,600円であったが,このうち義

務教育費国庫負担金は1, 334,277,700円22)であり,全

国庫支出金のうち97. 7%を占めている.

しかし,ここで｢安定的｣であるということについ

ては注意が必要である.義務教育費国庫負粗金制度に

ついては,都道府県レヴェルでいえば,教員給与につ

いての実支出額の二分の一を自動的に支出するもので

あるが,それは同時に,残り半額は各都道府県が支出

せねばならないということを意味する,その意味で札

この時期に制定された一九五二年義務教育費国庫負担

法以外の各種国庫負担法,例えば産業教育振興法(昭

和26年6月11日,法律第228号),理科教育振興披く昭

和28年8月8日,法律第186号),高等学校の定時制及

び通信教育振興法(昭和28年8月18日,法律第238号),

青年学級振興法(昭和28年8月14日,法律221号), -

き地教育振興法(昭和29年6月1日,法律第163号)な

ど,各種教育に対して一定の水準を定め,その基準に

達するまで補助する措置(奨励補助金)を含んだ法律

について,岩手県内の多くの市町村では,財政難から

半額自主負担に耐えられないという理由で返上したも

のが多かった23)ことは当時の財政状況を物語るものと

して特筆に値する.そしてそれは県のレヴェルでも例

外ではなく,例えば昭和28年12月の第十九回岩手県

議会定例会では,教職員給与のベースアップに伴い教

育委員会が行った予算の見積もりに対し,県当局が,

r議会が教委素通り修正した場合特定財源すなわち義務

教育国庫負担金のほか財源措置の見込が立たない｣と

付記する24)など,教員給与の本俸部分以外の各種手当

てや本俸であってもベースアップの際には,必ずしも

その効果を発揮したとは言い難い事例もある.その意

味でも, ｢裏財源｣としての一般補助金(この各種補助

金についていえば地方財政平衡交付金)の持つ意味は

大きかったのである.

さて,このように,岩手県の教育予算のうち約三分

の一を｢安定的に｣供給するようになった国庫支出金

であるが, ｢復活｣した一九五二年義務教育費国庫負担

法に対する評価という意味では,直接言及されること

は決して多くなく,多くは｢教員給与については実支

出額の二分の一が自動的に支出される｣という数字上

の言及にとどまっている.
一九五二年義務教育費国庫負担法に対する認識につ

いて,唯一言及されている部分を参照すれば,義務教

23

育財政とその他の教育財政をはっきりと峻別する考え

方が,少なくとも教育委員会の中からは生まれている

ことが分かる.昭和28年9月の県議会では,教員旅費

の増額について,県当局ではその財源を県立高校の授

業料の増額に求めるという秦が出されたが,教育委員

会はこれに反対し,二本塵の予算が提出された25).以

下はその際の議論である.

総務部長(西宮弘)の発音

授業料の問題でありますが,授業料の値上げが妥当

であるかどうかという問題がありますが,現在四百円

の授業料が東北近県の例をとりますとまだ増額しても

決して妥当でないということにならぬかと思います.

現在の四百円は昨年十一月に制定をいたしたのであり

ます.若干増額いたしても妥当性を欠くとは考えてお

りません26)

教育長(山中吾郎)の発音

授業料の値上げということでありますが,この点は

県立高等学校を対象としたものでありまして,今度お

願いしておりますのは義務教育を含んでの問題であり

ます.授業料というものは特定財源でなく捷的に一般

財源として自由に使っていいものでありますけれども,

泰年度より義務教育については二分の一国産負担の法

律ができました,そういう立場から考えますと.国の

義務教育についての考え方と高等学校についての考え

方とは制度においてかわって来たと思います,従って

県立高等学校については国の補助は考えないで.平衡

交付金はもちろんでありますが.県の立場において処

理すべき教育事業であり.義務教育については国の補

助の基づけで遂行すべき事業になっております.従っ

て高等学校の授業料は高等学校の経費に使うのが至当

ではないかと考えておりますので,義務教育関係に大

部分使う場合の財源として授業料を上げるということ

に対しては適当でないと考えております㌘) (傍線筆者)

この山中発音からは, ｢国と地方の相互の財源分線関係

を明確にするとともに,これによって,地方の事務に

対する国の財政的責任を課するもの｣28)であるとされ

る国庫負担金の性格,また,咽の補助の声づけ｣とい

う点について言えば,一九五二年義務教育費国庫負担

法が持っていた,義務教育費の確保と地方財政の負担
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軽減という目的29)は首尾よく受け入れられていたと言

える.そしてr地方財政｣が｢地方公共団体の歳出･

歳入を中心とした経済活動｣ 30)であるとすれば,歳入

の部分,つまり義務教育費国庫負担金という(特定)税

源を他の一般財源と峻別することによって,地方団体

においてはr義務教育財政｣が確立31)したことを意味

するのである.

3.地方EEI休の新たな戦略の萌芽

ここでは一九五二年義務教育費国庫負担法が地方に

与えた影響のうち,一般補助金に対するものについて

考察する.具体的には,純県費持ち出しをできるだけ

少なく抑えようとする地方団体の新たな｢戦略｣とで

もいうべき動きが指摘できることを示す.

教員給与における平衡交付金,地方交付税交付金

(昭和29年度から)についてであるが,まず,当時の

岩手県の教育予算における地方交付税の位置について

確認しておこう.

先ほど確認した県教育費(予算)歳入予算額では一

般財源に含まれていた交付金が,どの程度の割合を占

めていたのかという点について,昭和30年度と31年

度の一般財源と基準財政需要額との関係からまとめた

のが表5である.一般財源である以上は使途は交付さ

れた側(ここでは県側)に委ねられているため,実際

に教育費として支出されたかどうかということは必ず

しも言えず,あくまで数字上のものとなるが,一般財

源のうち,自主財源がどの程度あり,使途を特定され

ていないとはいえ,補助金として交付される額がどの

程度あるかという点は参照しておく意味はあろう.

表5から分かるように,岩手県においては純県費か

ら教育費として支出される金額は全体のわずか一割に

過ぎなかった.これと関連して,この時期の教育予算

表5　岩手県の一般財源と基準財政需要額

の編成過程において,一九五二年義務教育費国庫負担

法が影響したと考えられる動向がある.以下は,昭和

30年3月5日の岩手県議会本会議における議論である.

この日質問に立った鈴木八五平(無所属)は,前日の

県議会で,教員の増加を教育委員会の要求の半分だけ

行い,残りの半分は6月に措置するというr紳士協定｣

が結ばれたことについて質問した32).以下はその質問

に対する知事(国分謙書)の答弁である.

六月県議会におきまして残余の分を優先的に取り扱

うということは今でも変わりません但し最初に申し上

げてある通り国の措置がありましたらという前提に

立っております.これについ(て-筆者)は県が教育

委員会と力を合せて国の措置をできるだけ実現するよ

うに努めて,国の措置がありましたならば優先的に取
り扱いたいと思っております.この前操に立っており
ます33)

このように,国の措置が実現した際には教育費につい

て優先的に取り扱うという国分の答弁に対して,鈴木

は以下のように述べた,

知事さんは今教育費に対する国の措置があった場合

における優先的な措置といっておりますが,教育費に

対する国の措置というものは現行においては国産負担

法と交付税の二つであると思います.前者の場合にお

いては当然半額が参りますから国の措置云々は議論の

余地なし.後者の交付税の場合においてどういうふう

に考えられるか,教育費のために特に交付税が増額さ

れた場合においてあとの半数を考えるという国の措置

なのか34) (傍線筆者)

一般財源(含交付金) 舒顏�ﾞ��ﾘ�whｧ｢�ら/A 傀8ﾊyN�ﾘ+��+R�珊県実の教育予算全体 に占める割合 (%) 

(A) 宙.r��(%) 嫡�ﾔ"��

30 �"ﾃ#SRﾃcヲﾆﾆ��1,904,872,000 塔B紕�350,797,100 湯�

31 �"ﾃ3cbﾃ�CRﾃS���2,106,000,000 塔��260,045,500 ������

註:各年度12月末現在の値
B/A(一般財源に占める基準財政需要虫),純県費の教育予算全体に占める割合は小数点以下第二位を四捨
五入

出典:岩手県教育庁(1956) p.8,同(1957) p.9,より筆者作成
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ここでの鈴木の認識は,教育費のうちの大半を占める

教員給与について,二分の一が義務教育費国庫負担金

で措置される以上,残り半分について,純県費の持ち

出しをできるだけ少なくするための｢国の措置｣とは,

交付税が特に教育費のために増額されるという意味な

のかということである.この質問に対する自覚的な答

弁はなく,答弁に立った総務部長(西宮弘)は, ｢財源

措置ができた際にはまず人件費あるいは給与費を優先

的に考える｣と述べるにとどめ35),この財源措置が何

を指しているかについては語っていない.しかし,鈴

木の質間中にもあるように,教育費に対する｢国の措

置｣とは,国庫負担比率が上がるということを除けば,

二分の一負担の義務教育費国庫負担金と地方交付税交

付金しかない以上,ここでの｢国の措置｣とは地方交

付税の増額を意味していることは明らかであろう.

このような認識は鈴木に限ったことではなく,この

目の箱崎文弥(自由党)と,総務部長(西宮弘)との

やりとりの中にも見て取れる.以下は二人の質問と答

弁である.

箱崎文弥(自由党)の質闇

県の実収入は十億内外しかない,そこで教育費に関

する限り国から来る以外に県費を相当持ち出している,

従って持ち出さないようにするんだ,そうでなければ

とうていやって行けない,そういうことが今日まで一

貫した知事なり総務部長の見解でありまして,私ども

は大体それがわかるような気がするのでありますけれ

ども,ここで考えてみなければならぬのは- ･(中

略)-･岩手県の特殊性ということを国がよく認識し

ましてそれによる教育費というものを余計もらうとい

うような方法を講ずる,それによっていろいろな問題

が解決して行けるのではないかと思うのでありま

宜･ - (中略)- ･岩手県の特殊事情という関係か

ら行きますと,将来の岩手県の県税の上り方というも

のは大体わかっておりますから,これは幾ら議論して

も平行線でありますから解決しない,この解決しない

ところをさらに国に訴えまして,岩手県は人口が少く

地域が広いために先生がEg人か五人たくさん要るとい

うような事情を認識されそれに対する措置を考えても

らうような運動をなさったことがありますか,そうい

うことを真剣に運動されなければとうてい岩手県の赤

字財政と教育費という問題は解決しないと思います36)

(傍線筆者)

25

総務部長(西宮弘)の答弁

教育費に投入いたします県費をいわゆる自治庁の基

準財政需要額のわく内にだけとどめて考えておるので

はないかというお話でありますが,決してそうではあ

りません.もしわく内にとどまるならば問題は少しも

ないのでありますが.岩手県の場合はとうていわく内

にはとどまらない.わくを大きくはみ出しております.

これはわれわれやむを得ないと考えておるのでありま

すが,廉くはこのわくからはみ出すのをできるだけ少

い限度にとどめたいというのが私たちの立場からの念

意であり.努力であります･ ･ ･(中略)･ -御質問

はそういう事情を中央に訴えて僻地なら僻地なりにそ

れに応ずる政府の予算措置等を求めるべきであるとい

う点でありますが,これは現在の交付税交付金の制度

がそういう地域それぞれに応じまして補正というもの

を行う,一応生徒児童数等を基礎にして算定した,あ

るいは学校数,学級数を基礎にして算定した数値のほ

かにそういう事情を勘案いたしまして補正なるものを

行うのであります.ただその補正が岩手県の実情に十

分にマッチしておるかどうか.岩手県のそういう事情

を十分にカバーするだけ補正が行われておるかという

ことになりますと非常に問題があるのでありまして,

補正の基準は全国平均の基準に基いてやっております

ので,岩手県の場合はその補正にただちに救われてお

るかどうかということは大きな疑問があります37)(傍

線筆者)

この両者の発言,特に西宮の発言の傍線を付した部分

からは,上述の｢国の措置｣として,具体的には,也

方交付税の補正係数について不満を持ち,この率を岩

手県の実情に沿うようにするべきだという主張である.

交付税の増額それ自体という点では,昭和25年に地方

財政平衡交付金が導入された当初から運動が見られた
38),しかし,ここで見られる議論は,教育費が県予算

全体の三分の一以上を占めていたとはいえ,交付税全

体の増額ではなく,使途を限定していない一般補助金

であるはずの地方交付税交付金を費目ごとに分けて考

え,教育費に限った交付税の増額を求めているという

意味で新たな戦略の萌芽39)であったといえよう.
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4.まとめと今後の課題

最後に,本稿での分析･検討を通じて得られた知見

をまとめ,今後の課題を提出しておきたい.本稿では,
一九五二年義務教育費国庫負担絵の成立により実支出

額の二分の一を措置されるようになった地方団体が,

純県費持ち出しをできるだけ少なく抑えるために, ｢裏

財源｣である地方交付税に対して働きかけを行うとい

う新たな戦略の萌芽が見られることを指摘した.この

ことは,戦後義務教育財政システムの中で地方交付税

が担ってきた役割を,特にその政治的な面から分析す

る際の端緒となると考えられる.しかし,本稿で｢萌

芽｣という言葉を用いたように,本稿は実際の中央地

方関係において,どのようなやりとり(陳情等)が行

われたかという点についての考察を行えなかった.本

稿で指摘したような｢戦略｣がどのような簿未および

効果をもたらし,稔体としての戦後義務教育財政シス

テムを形成していったのかという点については,今後

の課題としたい.

また,これを近時の義務教育財政改革が抱える課題

と照らし合わせるならば,一連のr三位一体の改革｣で

の議論の中でしばしば見られた,特定補助金を｢集権

的｣として批判し40),一般補助金が使途を指定しない

という点を持ってr自治的｣とするような評価に対し

ても再考を促すことにつながると考えられる.これま

での(一般)補助金研究においても, r補助金のなかで,

たとえば義務教育費国庫負担金の府県-の交付額は,

府県の小中学校の学童数をもとにはじき出される.社

会保険の国の負撞額は法律によって定められている.

いずれもきわめて機械的で,官僚や政治家のサジ加減

が加えられる余地はない.しかし,こうした補助金は,

件数のうえできわめて少ない.ほとんどの補助金につ

いていえることは,配分は結局,人為的にならざるを

得ないということである｣41)と評価されていたように,

中央政府の裁量の余地という点で言えば,自動的に二

分の一を負担する義務教育費国庫負粗金よりも地方交

付税の方が大きく,こちらの方が｢集権的｣であると

いう評価も可能となるからである.これらは仮説の域

を出ないが,この仮説の検証についても,今後の課題

として提出しておきたい.
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