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イギリス地方白油体の予算循環
西 山 一
Ⅰ．ほじめに。ⅠIn 予算過程（その1）。ⅠⅠⅠ．予算過程（その
2）。ⅠⅤ．北ヨ、−クシヤ、一県議会とヨーク市議会の予算過程。

Ⅴ．自治体の予算編成は増分主義か。ⅤⅠ．議会の審議と予算
の執行。ⅥⅠ．決算と監査。VtlI．．むすび。
Ⅰ

小論ほ，イギリスの地方自治体の予算循環（budgetcycle）を，主として2次
文献によりながら概観しようとするものである。言うまでもないが，それに関
する本格的研究は，自治体の財政担当職員や地方議員等にたいする聞き取り，
予算書や決算書の分析等をおこなうことによって達成されるべきであろうが，
それを今ただちにおこなうことは困難である。

私は，たまた■ま1984年の4月から5月にかけて北ヨ、−クシヤ、・・・・・県議会とヨ・−
ク市議会の行財政に関する若干の調査をおこなう機会をもったが，それは総論
的なものであり，予算循環にとくに焦点をあてたものではない。そして，その
調査が高松においてまとめられる過程において，地方財政，自治体行政，そし
て地方政治の3つ（あるいは，中央政府を加えて4つ）の結節点をなす予算循
環に特に興味をもったが，後の祭りであった。したがって，今回は，将来
イギリスでの再度の調査をおこなう機会が与えられた時にそなえて，先学の研
究によりながら，地方自治体の予算循環を素描しようとするものである。
ところで，予算循環に関する研究の現状はどのようなものであろうか。ジャッ
ジ教授は，「地方〔自治体〕の予算編成（budgeting）に関する包括的な理論がで
きるまでにはなお多くの分析が必要である。」1）とのべ，予算過程（budgetary
pr OCeSS）に関する理諭さえまだ未完成であるという。わが国について言えば，
1）ジャッジ著，高沢他訳『福祉サービスと財政』川島書店，19朗年，144ページ。
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予算過程に関する小島教授の紹介的研究2）以外に私ほ知らない。したがって，今
日においては，予算循環を理論的に考察することはとうてい無理であり，われ
われほ，まず，その実態を明らかにすることを課題としなければならない。
イギリスの地方自治体の予算過程ないし予算循環についての実態の研究ほ，
私のみるところ，1963年に設立されたバーミソガム大学自治体問題研究所（In−

stituteofLocalGovernment Studies，University of Birmingham）k．よって
もっともよくおこなわれており，その成果ほ，やや古くほ，マーシャル博士の
著作）として，近年ほグリーンウッド氏らによる一層の調査4）として発表され
ている。そこで，小論が主として依拠する文献も，自治体問題研究所の調査・
研究になるであろう。

私は，以上において，「予算循環」ならびに「予算過程」という言葉を使った
が，前老は，予算の編成，審議，執行，決算という予算の生涯をさし，後者は，
予算の編成過程のみをさすこなお，予算の編成から決算までの過程を「予算循
環」と称するのは，アメリカのバークヘッド教授にならった5）ものであるが，同
教授によれば，この用法は西ヨーロッパ起源のものである。しかし，イギリス

2）小島昭『自治体の予算編成』学陽書房，1984年，209−227ページ。
3）A HMarshall，FinancialManqgementin LocalGovernment，London，1974
ジャッジ教授は，この文献を「高度に規範的なもの」（ジャッジ著，前掲書，114ページ）
として敬遠するが，私のようにその国の制度を知らない者には参考になる。但し，記述内
容は1960年代の財政運営が中心であり，1974年以降の新しい地方制度の下のそれははとん
ど言及されていないように思う。
4）この調査は，1974年度に発足したイングランドの非大都市圏県39団体の70パーセントに
相当する27団体を対象とし，1975年−1977年の3カ年間にわたりそれらの自治体の部局長
全員にたいする自由回答形式の（open−ended）インタビューによっておこなわれたもので
ある。その最初の報告が，Royston Gr−e占nwood et al，1n Ebrsuit d CoゆOYate Ra−
fわ乃αJ〟γ0聯乃∠sαfわ乃αJββぴβわク桝β紹よs 盲乃 娩g 魚5≠一見紺稽師舶∽飯川月汀od，〔1976〕，

InstituteofLocalGovernmentStudies，UniversityofBirmingham，pp241，であり，
これにつづくものは，RGreenwood， TheLocalAuthorityBudgetaryProcess ，Timo−
thy ABooth ed，Phmning．hr Tノ陀拘re，London，1979，pp78−96；RGreenWOOd et
al。， Incr・ementalBudgetingandtheAssumptionofGrowth：theExperienceofLocal
Government ，Maurice Wright ed，Ebblic＄pending DecisionS，London，1980，pp25
−48，である。

5）JesseBurkhead，GovemmentBudgeiing，1956，p87
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でほ，予算過程を「予算循環」とも呼ぶようであり，6）予算の生涯を「予算循環」
と呼ぶのほ，バ・−クヘッド教授独自の用法かもしれない。7）
ところで，イングランドとウェールズの地方制度ほ，1974年度以降新体制に
移行し，それに伴って予算循環の内容も変化したように推測されるが，1974年
度を境にどの点がどのように改革されたのかほ十分に解明されていないように
思う。したがって，小論もそのような研究上の制約をうけて1974年度以前を論
述の対象に含む場合も出てくるであろうが，私の主たる関心ほ，あくまでも
1974年体制下の地方自治体の予算循環である。
ⅠⅠ

まず最初に予算循環を素描する。それは，予算が執行される年度一以下，
当該財政年度（ financialyearinquestion またほ 丘nancialyearconcemed ）
という−を基準にすれば，つぎの4つの段階に分かれる。
第1段階は予算過程であるが，それはさらに4つの小段階に分かれる。さ）予算
過程ほ当該財政年度の前年の4月に開始される。しかし，その時点では，議会
の与党が歳出規模についての大まかな見通しを示すにとどまる。これを，地方

自治体の予算過程（localauthority budgetary process）の第1小段階とすれ
ば，第2小段階は，9月未から10月末、または11月初めまでであり，この間に
行政各部は概算要求（ draftestimates または dr aftbudget ）を作成する。こ
の作業は，行政各部と議会の各種の委員会の委員長によっておこなわれる。第
3小段階ほ，11月初めから翌年の1月末までであり，この間に財政部に提出さ
6）たとえば，エ飢腸J（わ勃汀矧朋即〟F批抑α∴月郎仰せqr C川棚地物e少■且明衰り，1976，

Cmnd6453，p401；Tony Byrne，LocalGovemmeniin Brih7in，London，1985，3rd
ed，pp213−214，をみよ。
7）わが国の故林教授は，予算循環を「予算過程」と呼び， budgetaryprocess，という英語
までそえている（林栄夫『財政論』筑摩書房，1968年，105ページ）。しかし，その根拠は
不明である。なお，私がイギリスの地方自治体の予算循環の解明を試みようと思い立った
1つの契機は，林教授による予算循掛こ関するすくやれた研究に刺激をうけたからであった。

8）Greenwood， The LocalAuthority Budgetary Process ，Booth ed，E％nning．hr
l穐拘柁，pp80，92
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れた概算要求の査定（r・eView）がおこなわれる。そして，最終の第4小段階は2
月末までであり，この間に3月のレー・ト税率の公表にそなえて，概算要求に関
する最終の詰めと歳出の削減がおこなわれる。
第2段階ほ地方議会における審議である。議会にたいする予算案の提出は，
3月あるいは4月の初めに「財政委貞会」の委員長によっておこなわれる。9）そ
して，予算案は，修正をうけることほめったになく，原案通り承認される。
承認された予算は，当該財政年度に入り執行される。これが，予算循環の第
3段階である。
第4段階は，決算と監査である。予算ほ，年度末に締切られる。そして，決
算ほ，イングランドの場合，内部監査と外部監査をうける。「地方自治体の会計
は，内部監査とならんで外部監査をうける。イングランドにおいてほ，外部監
査人は『地区（district）』監査人（中央政府に雇用されている者）か『■認定（app・

r・0Ved）』監査人（会計事務を行っている者）であり，両者による監査は，監査人
の責任を詳述している，国務大臣によって規定された通常の規則にのっとって
おこなわれる。」10）このような監査制度ほ，わが国′のそれと比較して大いにこと
なるところであろう。
まず第1に，予算過程についてすこし立ち入ってみておく。予算過程の第1
小段階ほ，「量出制入の原則」にしたがったものであり，特に論じるべきことは
ないようにも思われる。しかし，1つ付言すれば，地方自治体が最初に歳出規
模を決定することにたいしては非難があるということである。レイフイ・−ルド
報告は，地方財政にたいする大衆からの批判と苦情の1つに，歳出統制の欠如
があるという。すなわち，「地方自治体は支出したい金額を最初に決定し，その
後にはじめて，支出をまかなうため隼住民が負担しなければならないレートを
検討するということが言われた。……地方自治体ほサ、−ビスの拡大に主たる関
心があり，その拡大をまかなう財源については副次的な関心しかないと非難さ
9）Marshall，PPcii，p91ただし，マ1−シヤル博士の説明は，この本の刊行が1974年で
あることから判断して，1974年体制以前の予算手続きについてのものであろう。したがぅ
て，「財政委員会」というのは，1974年以降では「政策・財源委員会」になるのではなかろ

うか。
10）乃gd，p．180
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れた。」11）たしかに，この非難は1970年代前半には妥当する側面があったであ
ろうが，1970年代後半以降になると，後にみるように，地方自治体はサービス
の拡大よりもその削減に腐心せざるをえなくなるのである。
第2小段階は，行政各部による概算要求の作成である。今日，多くの自治体
がおこなっている概算要求作成の方式は，「単純なパ・−セント・プ、−ル方式」と
「緩かな（extended）パ・pセント・プ1−ル方式」の2つである。12）前者によれば，
各部局は，前年度の経常経費と歳出化資本支出（commitments）をまかなうのに
必要な財源ならびに前年度予算を何／く・−セント削減できるかを示す表を作成し

て概算要求とする。この方式の長所ほ，経費削減の方法が明快で，誰にでも理
解できるということである。なお，何パ・−セント経費を削減するかは，多くの
場合，財政部長が計算し，その結果は，政策・財源委員会を通じて各部局に通
知される。13〉しかし，この方式は，「段々と不人気となり，それは『緩やかな』
パーセンナ・プール方式に道をゆずりつつある。」14）

緩やかなパーセント・プール方式とは，単純なパ、−セント・プ・−ル方式の2
つの事項に追加して，第3に，もし追加の財源が発生した時部局がおこないた
い新規事業を加えて概算要求とする方式である。tこれによれば，「議員ほ，深刻
になってきている経費削減の困難性と代替すべき政策の魅力を比較検討して，
財源を1つの行政サー・ビスから他のサービスへ移すことができる。」15）そして，
今日では，この緩やかなパーセント・プ・−ル方式がよりこのましい概算要求作
成の方式であることを多くの自治体が認識しはじめている。
部局の概算要求は，行政部局の長と行政サービスごとに設置されている議会
の委員会の委員長が中心になって作成される。委員長は，言うまでもなく政治
家であり自らの信念あるいは地域の政治や社会状況にもとづき，概算要求に各
種の政策をもりこみ／たいと考えるが，それを明示的には指示しないようである。
自治体によっては，概算要求作成にあたっての要綱（guidelines）を作っている
11）LocalGovemmeniFinance，Cmnd6453，p7
12）Greenwood， TheLocalAuthorityBudgetaryProcess ，Boothed，ゆCit，p81
13）Greenwoodetal，hniYSuit〆CoゆOYaieRaiionali秒，pph46−47
14）Greenwood， TheLocalAuthorityBudgetaryProcess ，Boothed，ゆCii，p81
15）乃査d，p82
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が，それはあまり明確なものではない。したがって，部局長は，委員長の考え
を付度して概算要求を作成する。「委員長の役割は，概算要求に着手するという
よりは，職員（0伍cerS）がおこなう提案の大筋を黙諾し，権威づけるということ
である。」16）
／く−セント・プール方式は，2つのうちのいずれにしたがっても削減すべき
経費項目のリストをつけなければならない。そして，経費の削減をめくヾっては，
行政部局と議会と住民の間に駆け引きがおこなわれる。たとえば，行政部局は，
論議をまきおこすような架空の経費の削減をわざと発表する。たとえば，ある
部長は，故意に，地元新聞に，学校から3マイル内に居住する子供へのバス料
金の補助を撤廃するという情報を流す。そうすると，そのことに怒る父兄が議
会の傍聴にかけつける。また，労働組合にたいしては，経費の削減により教師
の過剰が発生するであろうということが伝えられる。その結果，やはり地方議
会にたいして外部から圧力が加えられる。「しかし，外部の圧力の動員は一・般的

なやり方ではない。より広くおこなわれているのほ，市役所や県庁の内部でお
こなわれる交渉である」。17）
ところで，各部局が概算要求を作成するさいに，財政部はどのような役割を
はたすのであろうか。グリ・−ソウッド民らの調査によれば，行政サー・ビス部局
と財政部の「協力の形態は，自治体ごとにことなるし，同じ自治体内部におい
てもことなる。同じ自治体内部においても財政部は，若干の部局には中心的役
割を演じるし，他の部局にたいしてほ．あまり中心的役割を演じない。」18）たとえ
ば，社会サービス部は，例外ではあるが，専門の会計士（professionalaccoun−
tant）をスタッフの中に．もっていないために，財政部の協力があらゆる面で必要
16）乃よd，p83なお，委員会の下に小委員会をもつ，たとえば教育委員会のような場合は，
つぎのようになる。すなわち，事務局が作成した概算要求を，各小委員会（学校小委員会，
成人教育小委員会等）で討議したあと，それが教育委員会にかけられて承認されたのち，

財政委員会に提出される（DERegan，LocalGoveYnmeniand Bducaiion，2nd ed，
1979，pp203−204）。ただし，リーガソ教授によると，事務局が教育委員会の概算要求を作
成するのは，「年度末近く」だという。

17）Greenwood， The LocalAuthority Budgetar・y Process ，Booth ed，OP‖Cit，，p84
傍点は原文がイクリ γクであることを示す。以下同じ。
18）Gr・eenWOOdetal，1nnL7Suilqf Coゆ07uieRationali秒，p60
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になる。言うまでもないが，自治体がことなると，その協力の程度は大きくこ
となる。「劇方の極には，財政部がまず最初に，予算過程のための枠組と手順を
示し，さらに，サ・−ビス部局によって提示された情報をもとに部局の概算要求
をかなりの程度作ってやるというような，広範囲にわたる中心的役割を演ずる
場合がある。

スペクトルの他の極には，財政部が枠組と手順を示すが，概

算要求の準備ほ，サー・ビス部局の支配下にあるという場合がある。」19）なぜこの
ようになるのかの理由ほ明示されていないが，大ざっばに言えば，それはそれ
ぞれの自治体の財政運営の歴史と伝統によるものであろう。そして，部局の概
算要求の作成の方式が−・律に統一・されていないところはいかにもイギリス的で

ある。
つぎは第3小段階の査定である。これは，財政部に提出された行政部局の概
算要求について査定をおこない，部局間の歳出に優先順位をつけることである。
この方式には，今日，3つの方法，すなわち，一億削減方式（ acrosstheboard
percentagecuts），「スペイン異端審問所」方式（ SpanishInquisition ），そして，
総合分析方式（cor・pOrateanalysis）がある。もっとも，自治体ほ，このうちの1
つだ桝こよって査定をおこなうのではなく，3つの方式をなんらかのやり方で
混合して査定をおこなうのである。
まずその内容を説明しよう。−L律削減方式ほ．，社会サービス，教育，住宅等
の各委員会の概算要求を，−・律に，たとえば3／く−セント削減するものである。
しかし，教育委員会のように財政規模の大きい委員会の削減額は当然大きくな
る。しかし，削減比率は同じであるから，一・見平等のようにみえ，地力財政緊
縮の初期には広く実行された方式である。
この方式は，2つの大きな欠陥をもつ。第1に，この方式ほ各部局の概算要
求が同じ程度の削減の余地をもっていると想定しているが，それは正しくない
ということである。ある社会サービス部長は，「私の部は，予算上の正直さと運
営上の効率の良さのゆえに被害をうけている。……・私が予算見積りの嵩上げを
しなかったために，私の部は今やもっとも損害をこうむりやすい。」20）という。
19）乃∠d，p61

20）Greenwood， TheLocalAuthorityBudgetaryProcess ，Boothed，PP cii，p85
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第2は，一億の削減では地域社会の状況の変化に対応できないということであ
る。
このような−・律削減方式の欠陥を克服するものとして従来おこなわれるもの
に，「スペイン異端審問所」方式がある。これは，概算要求の査定だけでなく，
それ以前の段階から開始されるもののようである。すなわち，各部局ほ，概算
要求作成の要綱に従って概算要求を作成するが，その時点から，概算要求ほ，
首席支配人，財政部長，そして与党のリーダ・−・の3人組（tr・iumvirate）の非公式
で私的な会合において討論される。首席支配人と財政部長ほ，管理チ、−ムにお
いて行政各部局の長と会い，彼らの意見や要望をきくとともに，3人組の考え
を伝達する。そして，首席支配人と財政部長は，「経費の削減を受け入れ，それ
がどうしたら実現できるかを討論させるように／管理チ、−ムを誘導する。」21）他

方，リーダ ーは，自分の政党の議員と話しあいをもち，政党内の意向をさくヾる。
彼は，委員会の委員長の意見に耳をかたむ仇 陣笠議員の動きを観察する。そ
して，リ1−ダ・−は，首席支配人と財政部長からの情報をもとに，自らの予算編
成路線に政党をもってゆく。「12月末までに，リー・ダー

ほ，賛成をえられそうな

経費の総額と各部局の〔経費の〕配分割合についての自らの考えをまとめる。」22）
そして，この頃には経費削減の見通しもつく。このような「スペイン異端審問
所」方式の特徴の第1は，公式の委員会制度の外部での私的な会合に力点がお
かれているということ，第2に，非公式の会合に参加する者はごく限られた者
であること，第3に，意見聴取が個別的であり，いわば分割統治の気味がある
こと，第4に，管理チームの役割が小さいこと，第5に，どの経費を削減する
かは部局と委員会にまかされていることである。「スペイン異端審問所」方式の
欠点は，削減される経費に統一・的な基準がなく，削減の決定に関して不満がの
こることである。
自治体は，近年，「財源のより合理的な（or・derly）配分をめざす」23），新しい手
法を開発しほじめている。それが，総合分析（cor・pOr・ateanalysis）というもので
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ある。しかし，なぜ「総合分析」とよぶのか。その理由は2つあると，グリー
ンウッド氏は言う。「第1に，その分析は自治体のサービスの全分野をおおう（す
なわち，それは1つの部局にだけ関係しない）からである。そして，第2に，
それは，しばしば部局間の共同グルー・プ（corpor・ategrOupS）によって遂行され
るからである。」24）そして，「総合分析の要点は，現行の経費支出によって何が達
成され，どの『要望』がまだ充足されていないか，別の方策が実行される余地
はあるのか，別の分野に比較してこの分野の経費節約をおこなった結果はどう
いうことに・なるのかについて明確な情報を提供することである。」25）総合分析
方式が「スペイン異端審問所」方式とことなる点ほ，第1に，総合分析の方が
情報が公開され非公式の交渉に重点がおかれないということである。第2に，
総合分析の場合，それに参加する者は人数も種類も多いということである。総
合分析の場合には，いくつかの部局から−・時的にではあるが選抜された上級職
貞（senior Olficer S）の共同グルl−プが作られ，予算編成に関する報告を作成
する。この報告が管理チ・−ムに提出され，管理チ、−ムほ特定の政策を選択し，
政策・財源委員会に提出する。したがって，総合分析においては管理チームが
重要な役割を演じる。すなわち，「管理チームほ，上述したような手順にしたがっ
てえた分析の結果を用いて，部局間の優先順位をほぼ決定しうる。管理チ ・・・・・ム
は，部局の熱意をみて大ざっばな優先順位をきめ，政策委員会にその優先順位
を勧告しようとする。」26）
このような総合分析方式の顕著な特徴は，管理チーム主導の概算要求作成方
式にあり，それはペインズ報告にもとづく1974年体制下の新しい行政機構にふ
さわしいといえるであろう。これは，ある種の合理性をもった概算要求作成の
方式のようにみえる。しかし，総合分析方式について私がいだく疑問の1つは，
予算編成にともなう政治性がどのようにそれに反映されるのかということであ
る。政策・財源委員会は管理チームの勧告をどのように取り扱うのであろうか。
これが，総合分析方式の成否をうらなうカギのように思う。
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第4段階は，概算要求の最終の詰め，すなわち，歳出規模と，住民が負担す
るレート税率の決定である。そのさいレート税率だけが独立に決定されるので
はなく，歳入総額もこの段階でほぼ決定される。
地方自治体の歳出を・まかなう歳入の内訳は，スチュアート教授の算式で示せ
ば，27）っぎのようになる。
経費＝国庫補助金＋レート税収＋その他の収入±余剰金
この算式にも示されているように，レート税収は歳入の1つにすぎない。近
年の地方自治体の収入の内訳ほ，第1表の通りであり，レート収入は20パ・−セ
第1表 地方自治体の収入内訳（イングランド）
（単位100ブラボソド・パーセント）
1980年度

1981年度

金額 構成比 金額 構成比
13，387 462 13，499 438
8，708 301 9，017 293
4，679 161 4，482 14小5
特定補助金
レート
7，444 256 9，071 293
使用料・手数料（家賃を含む） 4，069 140 5，232 16∴9
外部純借入
1，741 60 −332 −11
975 34 1，397 45
資産売却収入
490 17 503 16
利子収入
914 31 1，552 50
その他
国庫補助金

レ・−ト援助補助金

合

計

29，074 1000 30，922 1000

〔出所〕ム鋸d G飢風間用例扉．昂机∽心血r 5ぬ滋抽c：S五和g血乃d α乃d
l穐ねs，各年度版。

27）JohnStewart，LocalGovemmentthe Conditions qf LocalChoice，London，1983，
p198
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ソト台である。そして，レートは，通常，国庫補助金とその他の収入（使用料・
手数料）が決まった後に，余剰金とのかねあいで決定される。
まず，国庫補助金の決定過程を概観すればっぎのようである。国庫補助金は，
レート援助補助金と特定補助金からなる。レート援助補助金は，従来は需要要
素補助金，財源要素補助金，そして住宅要素補助金の3つから構成されていた
が，1981年度以降前者の2つは包括補助金となり，住宅要素補助金は「住宅レ、−
ト軽減補助金（domesticratereliefgrant）」と名称が変更された。

地方自治体への補助金ほ，財政・会計公認協会の解説によれば，第1に，財
政需要の高い自治体にほより多く交付されて「需要（needs）」を平均化し，第2
に，より小さい地方税課税標準をもつ自治体にほより多く交付されて「財源（r・e・
SOurCeS）」を平均化し，第3に，住民の地方税負担の水準を引き下げ，そして，
第4に，補助金の交付の仕組みを通じて，「中央政府が地方自治体の支出を総額
においても個別においても，たと．えば支出が多すぎる場合にほ補助金を減額す
ることによって左右することができる」。28）そして，従来の需要要素補助金ほ第
1と第3の目的を，財源要素補助金ほ第2の目的を実現しようとしたものであ
るが，包括補助金は，「財政調整の側面をより改善しようとするものであったが，
主要な意図ほ第4の目的を導入することであった。」29）このような意図をもつ
包括補助金は，つぎのような算式で計算される。
包括補助金＝総支出−（補助金関連税率×レー・ト課税標準額×乗数）

要するに，これは，「支出と全国的に決定されたレート税率によって生じる収入
28）TheCharteredInstituteofPublicFinanceandAccountancy〔以Lf，Cipfaと略称〕，
A GeneYalGuide to theBlock GYant＄γSteminEngkmdl．984／85，March1984，p3
29）1bid，pp3−4cipfaの所長のへyブワース氏も，「包括補助金制度は，それ故に，個々
の自治体ごとに経費目標（expendituretargets）をきめ，それをこえて支出をした自治体に
は補助金〔の減額という〕処罰（grantpenalties）を課すことを意図したものであった。」（N

P。Hepworth，TheFinance〆LocalGovemment，7thed，1984，p43 なお，訳文は，
この本の第6版（1980年）を底本とする，池上監訳『現代イギリスの地力財政』同文館，
1983年，を参考にした。）という。また，わが国の高橋教授も，「要するにブロック・グラ

ントには一・般的な財源調整機能と『超過支出』にたいする自動的補助金減額による支出抑
制枚能とがあわせてふくまれている」（高橋誠「イギリス『1980年地力政府法』の財政的意

義」，『経済志林』第49巻第3号，1981年12月，75ページ）という。

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

一5β−

香川大学経済学部 研究年報 25

エ9β5

との差額」30〉である。
ところで，このような包括補助金は，中央政府が地方自治体に交付するレー
ト援助補助金の一周はのである。たとえば，1984年度のレート援助補助金は，
第2表のようになっている。これについて若干説明をくわえると，まず第1に，
レ、・・・・・ト援助補助金の交付の決定に関
第2表 イングランドのレ¶・・・・・ト援助

補助金（1984年度）
（単位100万ポンド）

する最高機関ほ，中央政府と自治体
の代表者で構成され，環境相が議長
となる地方財政諮問委貞会（Con−

sultativeCouncilonLocalGovern・
ment Finance）である。31）第2に，
レ1−ト援助補助金が決定されるため

には，まず最初に補助金対象経費
〔出所〕TheCharteredInstitute ofPublic
FinanceandAccountancy，AGen一
川7／GJJノ（九、／（）／／汀 β山（Å，（；／l川／

劫頭刑：玩乙 月毎両肌7 j9朗／g5，
March1984，p5

（relevant expeIlditur・e）32）の算定が

おこなわれなければならない。この
作業は，当該財政年度の前年の4月
頃から地方財政諮問委員会の下部機
関の1つの財政支出運営部会（Ex・

penditureSteer・ingGrIOupS）によっておこなわれる。第3に，国庫補助金総額
は補助金対象経費見積り額に1984年度ほ総枠補助率51．9パーセントを乗じて
算出されたが，総枠補助率は「まったく政治的に決定される」。33）第4に，特定

30）cipfa，q夕cit，p9
31）この委員会の概略については，AlanAlexander，LocalGovemmenti n Brihlin since
ReoYganisation，London，1982，pp158−164」高橋誠『現代イギリス地方行財政論』有斐
閣，1978年，177−179ページ，をみよ。
32）ヘップワース氏によれば，「補助金対象経費の定義は定期的に変わっているが，現在は，
住宅経常勘定の赤字，公営事業の赤字，レい−−−・ト徴税費，資本基金のような特定基金への拠

出金を含むレート課税によってまかなわれるすべての経費を事実上含む。
〔しかし〕
ある特定のサービスについては総費用でほなく純費用だけがレート課税によってまかなわ
れているために補助金算定のための対象経費はある地方自治体の総経常経費とはまったく
ほど遠い数字になっている。」（Hepworth，PP cii，p53）ということである。

33）cipfa，ゆCit，p6
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補助金と補塀補助金合計25億4，900ブラボンドのうち21億4，000万ポンドが特
定補助金であり，その過半が警察行政にたいする補助金である。なお，補填補
助金は，運輸補填補助金と国定公園補填補助金からなる。第5に，住宅レート
軽減補助金は，1975年度以降不変で，住宅資産にたいしてポンドあたり185ペ
ンスである。ただし，ロンドン旧市（theCityofLondon）は36h5ペンス，ウエ
ストミソスタ・−∴市ほ26。5ペンスである。

さて，レート援助補助金の配分が決定されるのは近年では通常，当該財政年
度の前年の12月のようであるが，1984年度のレ・−ト援助補助金の配分を例に
とってその経緯をみてみよう。ジ・ェソキン環境相は，1983年7月下旬に，地方
財政諮問委貞会において地方議会のリー・ダーたちにたいして「政府は地方自治
体の支出の抑制を〔今後とも〕継続するつもりである」糾）とのべ，8月1日に，

地方自治体にたいする1984年度の暫定経費目標（provisional expenditure
tar．gets）を発表した。経費目標は，政府の計画にそって歳出を抑制した自治体と
そうでない自治体を区別し，前者にたいしては今年度（1983年度）予算に3／く−
セントを上乗せすることを許し，後者にたいしてほ今年度予算を最高6／く1−セ
ント減額することを要求するというものであった。環境相自身「このような目
標は明らかに厳しい。」35）という。
10月20日に，環境相ほ，地方財政諮問委貞会にたいして，補助金対象経常経
費，国庫補助金総額，補助金減額の諮問案36）を示した。これによれば，まず第

1に，1984年度の補助金対象経常経費（r・elevant currentexpenditure）ほ203
億4，500万ポンドで，前年度のレrト援助補助金最終案（RSG Settlement）に
比較して4．5パ、・−−−・セント増である。そして，国庫補助金総額は，118億7，000万
ポンドとなり，前年度比で約9，000万ポンドの増額である。総枠補助率ほ，資
34） StatementbytheSecretaryOfStatefortheEnvir OnmentOnlstAugust1983 ，Rate
Support GYaniuhmd）1．984／85，publishedbytheAssociationofCountyCouncils，
Association of Metropolitan Authorities，Association of District Councils，London
BoroughsAssociationandGreaterLondonCouncil，Apr■i11984，p129
35）乃紹

36） Consultation Paper by the Secretary of State for the Environment dated20th
October・，1983 ，RateS頑妙OYt GYant＠ngh2nd）1984／85，pp．130−131
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本コスト（負nancing costs）が決定していないから試算できないが52パーセン
ト程度になるであろう。なお，前年度の総枠補助率は52．8／く・−セントであった。
第3に，補助金の減額は前年度より一層厳しくなる。経費目標を超過した自治
体にたいしては，超過分の最初の1パーセントにたいしては2ペンスのレ㌧−ト
税率で補助金を減額し，つぎの1パ・−セントは4ペンス，第3の1パーセント
ほ8ペンス，第4の1パ・−セントは9ペンスで減額する。

1983年12月14日に，環境相ほ，地方財政諮問委員会で，1984年度のレ1−t
援助補助金最終案を発表するとともに．，同日，レート援助補助金報賃を庶民院
に提出した。
地方財政諮問委員会における1984年度のレート援助補助金最終案の発表に
さいし，環境相はつぎのように言う。「8月1日に私は，1984年度の暫定的な経
費目標について地方自治体と交渉を開始しました。私は自分の考えを煮詰め，
10月20日に，経常経費，国庫補助金総額，補助金減額（grantholdback）に．関
する提案を含む諮問案を提出しました。委員会ほ，補助金作業グル・−プによる
本年度の補助金の配分に関する作業の結果を独自に検討されました。／私は，委
員会の会議の席で表明された意見やおのおのの地方自治体がおこなったり，そ
れを代弁しておこなわれた陳情を掛酌して，今日，最終案についての結論をえ
ました。1984年度のイングランドのレート援助補助金報告は本日国会に提案さ
れました。1また，その写しはすべての地方自治体に送付されました。」37）そして，
最終案の要点ほつぎの通りであった。弟1に，補助金対象経常経費は203億8，
900万ポンドで，10月の暫定額より4，400万ポンド増加している。そして，総
額ほ，非経常項目の24億9，400万ポンドを加えて，228億8，300万ポンドとな
る。弟2に，この金額を出発点として国庫補助金総額等が計算されるが，それ
は，第2表の通りである。第3に，経費目標も各自治体に通知されたが，「それ

37） StatementbytheSecretaryofStatefortheEnvironmenttoConsultativeCouncil
OnLocalGovemmentFinanceon14December・1983 ，ibid。，p170なお，1980年の地
方自治，計画，土地法によれば，国務大臣は，毎年，レート援助補助金報告を作成し，そ
れを庶民院に提出するとともに，その写しを地方自治体にできるだけすみやかに送付しな

ければならない（LocalGovernment，PlanningandLandAct1980，Sect60）。
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は，8月に発表した暫定値を上まわるものであります。」3さ）すなわち，経費目標
は，1983年度の経費目標と補助金関連経費（GRE）のうちいずれか高い方に25
／く・−セントを上乗せしたものであるが，前年度予算を基準にした歳出増加の最

大限度は3パ1・−−・・セント，削減の限度は6パー・セントであるということである。
第4に，国庫補助金の減額率（hddbackschedule）は10月の提案とかわらない。
庶民院において環境相ほ，地方自治体が過去4年間にわたり，政府の目標を
こえて過大な財政支出をおこなってきたとして，つぎのようにきびしく非難す
る。「全財政支出を抑制するためにほ，地方自治体自身の資本支出を含むその他
の支出計画が削減されなければなりません。資本支出の制限について声高に不
平を言う自治体ほ，過大な経常支出をおこなうことに．よってわれわれがそうせ
ざるをえなくさせた自治体であります。」39）全自治体のうちはば8割ほ政府の
目標を守っているが，残りの2割が政府の目標をこえて支出をしている。そし
て，過大な財政支出の4分の3はわずか16の自治体がおこなっているものであ
る。「来年度ほ，それ故，自治体の経常支出を一億に実質減にするように圧力を
かけなければなりません。」40）環境相は，1984年度においては，地方自治体の経
常支出と資本支出の双方を厳しく抑制しようとしたのである。41）
レート援助補助金報告は，1984年1月23日に庶民院において可溌され，1984
年度のレート援助補助金の交付が決定された。
地方自治体のその他の収入とほ，第1表でいえば，家賃を含む使用料・手数
料であり，それほ近年では総収入の15パー・セント程度である。従来ほ使用料・

38） StatementbytheSecretaryofStatefortheEnvironmenttoConsultativeC。unCil
OnLocalGovernmentFinanceon14December1983，，ibid，p170
39） StatementbytheSecretaryofStatefortheEnvironmentintheHouse。fC。mm。nS
On14December1983

，ibid，p172

40）∠∂∠d

41）『タイムズ』は，社説においてジェソキン環境相のレート援助補助金最終案をつぎのよう
（ママ） に論評する。「庶民院にたいする昨日の声明においてジュンキンズ氏は，冬期の発表の伝統
ある慣習を破った。すなわち，彼は，『きびしいが，しかし公平な』という文句を使わなかっ
た。最終案がある意味では公平すぎるために，それも当然であろう。しかし，別の意味で
はそれが財政目標に到達しない目立ちすぎる浪費団体にのみ非難を集中するという政府の
目的を支援するとすれば，それは不当にきびしい（unfairly tough）。」（771e Time5，De・
Cember・15，1983）
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手数料は第二義的な収入としか考えられなかったが，近年ではそうではなく
なった。スチェア・−ト教授は，「緊縮の時代には，使用料・手数料にたいする態
度がかわった。全体的な予算選択（budgetarychoices）に関係している者にとっ
ては，使用料・手数料ほ代替的収入源である。サ1−ビスの提供を担当している
者にとってほ，使用料・手数料の引き上げは，活動水準の引き下げを避ける手
段である。それ故に，使用料・手数料の水準が主要な予算選択の1つの要素に
なる傾向にある。」42）という。
第1表の使用料・手数料のはぼ半分ほ公営住宅の家賃収入であるが，それは

どのように決定されるのであろうか。1975年の住宅家賃および助成金法
（HousingRentsandSubsidiesAct1975）により，「合理的家賃」が「公正な家
賃」にとって代わり，地方自治体は公営住宅の家賃を状況の変化に応じて−た
とえば，住宅が改良された場合一変更できるようになった。しかし，自治体
は，住宅経常会計を家賃収入とレート基金からの拠出でまかない，余剰金を予
算に計上することは許されなかった。ただし，年度末に発生した余剰金を運用
余剰金（workingbalance）として使うことはできた。43）ところが，1980年の住
宅法（HousingAct1980）により，運用余剰金にたいする規制が取りはらわれ，
地方自治体は，住宅経常勘定の余剰金をレート基金に移してもよいことになっ
た。つまり，自治体は，公営住宅会計において黒字を出し，レート基金の財政
を潤すことができるようになったのである。そこで，へ・ツプワ・−ス氏は，「この
ことが地方自治体に投げかけた問題は，徴収する家賃の適正な水準をどのよう
に決定するかである。原価（costs）を基礎にした家賃は，住宅の価値のなんの指
標にもならない。価値は，市場の力の相互作用によってのみ決定されうるが，
公営住宅には市場は存在しない。地方自治体は，もし店子を搾取しないつもり
なら，この自由をどのように利用するかを用心に用心をかさねて考えなければ
ならない。」44）という。しかし，最近の傾向としては，第3表のように公営住宅
の家賃は年々大幅に引き上げられているのである。
42）Stewar■t，PPcit，p205
43）Hepworth，PP cii，pp174−175
44）乃∠d，p176

J9β5
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第3表 公営住宅の家賃
の推移（イングランド
とウニニールズ）

週平均家賃
585
640
7 71
1139
1350

1979年
1980年
1981年
1982年

その他の収入は，へ・ツプワ、−ス氏によれば，つぎ
のようなサ・−ビスを住民に提供しその料金を徴収す

ることによっても生じる。45）すなわち，第1は，子供

（単位 ポンド）

1978年

−63−

注）こJL、−・・タウンは除く。

〔出所〕cipfa，LocalGov−
tリブ川JtリJ／ T八、JJd5

Jガ3，p48

や老人の世扇という対人サ・一ビス，第2は，私道の
舗装，私有地の下水溝の清掃，商店のゴミの収集と
いうような作業をおこなうこと，第3ほ，浴場や洗
濯場，駐車場というような施設を提供することであ
る。
このようなサ、−ビスや施設の提供にたいする料金
ほどのようにして決定されるのであろうか。第1の
対人サービスにたいしては，「生活苦を回避するた
め該当者の所得に応じた累進的な料金」46）が設定さ

れる。第2のような作業にたいする料金は管理費を
含む総経費を基準に決定され，第3の施設の使用料
ほ，施設に要する総経費を補喫するというよりも，「社会的必要性の要田となら
んで時にはより広い経済的必要度」47）も考慮して決定されなければならない。
さて，以上のように，国庫補助金とその他の収入が決定されると，地方自治
体ほ歳出予算額からそれらを差し引き，残敬をレート収入と余剰金でまかなう。
もちろん余剰金は主要な財源ではなく緩衝器であり，中心的な財源ほレートで
ある。レートほ固定資産の課税標準額にレ1−・ト税率を乗じて徴収されるが，
レート税率は，自治体が必要とするレ、−ト収入額を1ペニー

あたりのレ・−ト税

収入で除すことによって決定される。
ⅠⅤ

ここで北ヨ・−クシヤー県議会とヨーク市議会の予算過程を，それぞれの財政
p
p

リα

p

リα

ノ

4 6 7
0 0 0
1 1 1

ノ

ヽノーー

6 7
4 4 4

乃乃乃

5

ヽ−ノ
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部長の報告を手掛りにみてみよう。
まず，北ヨ∵−クシヤー県議会の予算過程についでである。県議会財政部長

（County Treasurer）／、ウソサム（KR‖Hounsome）氏の1984年度予算に関す
る「報告」の日付ほ，「1984年1月」となっている。氏の過去10年ばかりの報
告の日付をみると，それは2月となっているから，1984年度の予算は例年に比
較して1カ月早く完成したものと推測される。例年であれば，予算は2月中に
完成して印刷に付され，同月開催の本会議に提出される段取りであったのであ
ろう。
ハウソサム氏の報告によれば，1983年7月に，県議会は，政策・財源委員会
の提案にしたがって，1984年度の予算を了承された要綱（guidelines）に従って
編成することを承認した。その意味は，1984年度の純経費（包括補助金と運輸
補填補助金以外のすべての収入を総経費から差し引いたもの．）が2億3，399万
1，100ポンドになる「据え置き（ standstill ）」予算を編成することであった。な
お，「据え置き」予算には4．．5パ・−セントの賃金の引き上げと55パーセントの
物価上昇が見込まれている。48）
同年10月の県議会には，過去2年と同様に，中央政府が各地方自治体にたい
して純経費の目標（ target ）を設定Lたことが報告されたが，北ヨ1−クシヤー県
議会の目標は，1983年度の予算（これは，1984年4月1日以降の国民保険事業
主負担の1．．5パーセントの削減を見込んで調整している）に25パーセントを
上乗せしたもので，2億1，877万4千ポンドとなる。そして，この目標をこえ
る場合には，罰金として国庫補助金が減額されるが，非大都市圏県の場合はつ
ぎのようであった。
ポンドあたりのレ

目標超過の割合

ートで示した罰金

超過した最初の1パーセント・… …
つぎの1パ、一セント

1。75ペンス

…

・3．50ペンス

48） ReportoftheCountyTreasurer ，NorthYorkshireCountyCouncil，Bu4geil．984／
β5，pii
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つぎの1パ、−・セント・

つぎの1パーセントー

ー65一

6．99ペンス

…・…

………

786ペンス

これ以降1パ・−セソ
‑65‑

7．86ペンス

トを超過するごとに
北ヨークシヤ・一県の純経費見積りほ「据え置き」予算では2億3，399万1，100
ポンドであったが，これから経常勘定の取り分となる運輸補填補助金634万9

千ポンドを差し引くと2億2，764万2，100ポンドとなる。しかし，2億1，877万
4千ポンドの目標を達成するには，「据え置き」予算から，886万8，100ポンド
が削減されなけれはならない。そこで，政策・財源委員会ほつぎのような削減
を提案した。
各委員会の経費の削減

291万7，100ポンド

臨時環立金の削減
建物維持修繕基金の削減……・… り…‥………

300万ポンド

295万1，000ポンド

したがって，目標を達成するために各委員会がおこなう経費の削減ほ全体の
3割程度であり，大部分は財政上の操作によるものであった。そこで，ハウン
サム氏は，「このことからわかるように，来年度以降における政府目標の達成に
はより一層の経費節約の努力がなされなければならない。」49）という。
このようにして出来上がった1984年度の純経費ほ，2億2，512万3千ポンド
となる。そして，それから運輸補填補助金を差し引くと2億1，877万4千ポン
ドとなり，中央政府が北ヨ1−クシヤ、一県議会に示した目標にぴったりと−・致す
る。
ところで，1984年度の包括補助金の配分額ほ1億600万ポンドであり，前年
度に比較して240万ポンドも少ない。この原因の1つは総枠補助率の引き下げ
であるが，もう1つは，包括補助金配分方式の変更である。ハウソサム氏は，
「〔包括補助金〕配分の大きな減少は，人口希薄な地域におけるサービス供給が
大きい経費を必要とすることに対する配慮の変更にもとづくものであり，カン
ブリアとノーサンバランドが同様に損害をうけた。」50）という。
49）1bid，p．iii
50）必衰d，pi
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レート納税老が負担すべき経費ほ，結局，1億1，277万4千ポンドとなるが，
政策・財源委員会ほ，1984年3月末の運用余剰金940万ポンドのうち，372万
8千ポンドを県レートの減税にあて，1985年3月末の運用余剰金を570万ポン
ドとする。そこで，レー・トで調達すべき額は，1億904万6千ポンドとなり，
1ペニ・−

あたりの税収額で除すれば，1984年度のレ、−ト税率ほ139ペンスとな

る。以上の結果を示したものが第4表である。
第4表 北ヨークシャー県議会経常勘定予算（1984年度）
1983年度当初予算
（1，000ポンド）

221，943
108，400

純経費伍）
包括補助金（B）

6，349

225，123
106，000
6，349

107，194

112，774

6，598
100，596

3，728
109，046

773，812

784，507

運輸補填補助金（C）

レート納税者負担分と
余剰金〔仏）−（B）−（C）〕

余剰金
レート納税者
1ペニ−

あたりのレート

税収入（ポンド）

130

県レート税率（ペンス）

3，180

14

−22

△2，400

5，580

52

8，450

−435
84

10，695

14

△2，870

139

69

9

〔出所〕 Report OftheCounty Treasurer ，North Yorkshire County Council，
J9β4／＆タ，p．ii

1984年度の資本予算についてハウソサム氏は、つぎのようにいう。1984年度
の資本予算は、第5表のように、総額2，699万4千ポンドである。前年度は総
第5表 北ヨークシャー県議会の資本予算総額
（単位1．000ボント）

1984
支出承認額

74√2574

88518

〔出所〕乃粛，p129

16／7187

り

解

見
総見摂り
経費

182858

年

支出未承認額

8，7082

経

26L9940

費

1985年3月31日以降

皮
小 計
62626

支出承認額
15，4303

支出未承認額
216929

小 計
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額が1，930万2，300ポンドであったから，大幅に増加し，これまでの最高にな
るであろう。しかし，資本勘定に計上されている計画が完成すると，年間600万
ポンド程度の追加支出が必要となるので，政策・財源委員会は，資本予算を190
万ポンド削減することを提案する。なお，中央政府ほ県議会にたいして資本支
出の各年度の限度を示しているが，1984年度は1，620万ポンドである。しかし，
資産売却収入をあてたり，工事の遅れ（ slippage ）を考慮すると，1984年度の
資本経費は政府の限度内におちつく。51）
つぎは，ヨ、−ク市議会の1984年度の予算の編成を，予算書の冒頭に付された
市財政部長（City Treasurer）ラッグ（G．M，Wragg）氏の報告に．よってみよう。
もっとも，ラッグ氏の報告ほ，ハウソサム氏のものと比較すると，ごくごく簡
単なものであり，その日付は，「1984年3月」となっている。過去数年をみても，
市財政部長の報告の日付ほ，3月である。したがって，ヨーク市の場合，予算
は3月に印刷に付され，ただちに議会に提出されるのではないかと思う。
ラッグ氏は，報告の冒頭でレ㌧−ト援助補助金に関する1983年12月の決定に
言及する。すなわち，環境相によれば，全国の地方自治体の経常勘定の経費の
総額は228億8，300プチポンド，レート援助補助金は118億7，200万ポンドであ
るから，総枠補助率は51‖9パーセントとなる。そして，1984年度の「経費誘導
値（ expenditurIeguidancefigurIe ）」ほ大ざっばに言って，1983年度の当初予算
に3パーセントを上乗せしたものであり，ヨ、−ク市の誘導値は4，926，000ポン
ドである。52）他方，補助金関連経費見積り（Gr・ant Related Expenditur・e As，
SeSSment）は5，857，000ポンドである。つまり，経費誘導値の方が補助金関連経
費見積りより金額がはるかに小さいのである。そこで，ラッグ氏は，つぎのよ
うに批判する。「GRE．A。の元来の考えは，その地域の一・般的特徴を配慮して，
自治体が標準的水準のサービスを提供するさいに必要な経費水準を示すことで
あった。〔しかし〕経費誘導値の通知ほこの考えを否定し，G‖RE。A．は今や補
助金配分のための意味しかないのである。」5き）ラッグ氏のこの批判は，G．RいE
51）乃∠d，pⅤ
52）もっとも，1983年度のヨ・−ク橋の当初予算は4，830，720ポンドであったから，それに3
パーセントを上乗せすれば，4，975，642ポンドとなる。
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A・と経費誘導値の矛盾をついた，きわめて正当なものである。
ところで，ヨ㌧−ク市の1984年度の純経費ほ4，926，000ポンドである。これほ，
どのような手順をへてどの程度の経費の削減がおこなわれてこの金額に．なった
のかは不明であるが，中央政府が示した経費誘導値と同額である。ヨーク市議
会に交付される包括補助金は3，128，000ポンドであるので，それを純経費から
差し引くとレート負担分は1，798，000ポンドとなる。一腰レート基金残高（Ge・
neralRateFundBalance）から242，000ポンドを繰出し，54）L／・−ト収入でまか
なう経費ほ1，556，000ポンドとする。これを1ペニー

あたりの税収125，000ポ

ンドで除すれば，1984年度のレート税率は12。5ペンスとなる。以上の結果をま
第6表 ヨーク市議会レート基金予算
（単位 ポンド）

1983年度予算 1984年度予算

節約見込額（B

6，981，640 8，183，070
536，000
470，000
1，339，800 2，319，280
274，940
342，790
125，000

純経費〔仏ト（B卜（Cトの−（D〕

4，830，720 4，926，000

包括補助金
レート収入
余剰金の繰出し

3，154，000 3，128，000
1，525，000 1，556，000
151，720
242，000

歳入合計

4，830，720 4，926，000

各委員会必要額（刃
経常および資本勘定余剰金利子（B）
住宅補助金（C）

維持修繕基金からの拠出（功

レー・ト税率（ペンス）

125

125

〔出所〕YorkCityCouncil，Budget1984−85，p4
53）YorkCityCouncil，Budgei1984−85，p1
54）その結果，1985年3月末の一般レート基金残高は，1，701．350ポンドとなる（去∂i♂）。なお，
1984年春に，ヨーク市財政部次長（DeputyTreaSurer）のオブライェソ（PatO Brien）氏に
会ったさい，彼は，1985年度においてはヨーク市民はレートを納めなくてもよいようにな
るであろうと言った。たしかに，このレ・−ト基金残高を使えば，それも可能である。ただ
し，その結果については聞いていない。
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とめたのが第6表である。
なお，資本予算も，『予算書』には掲載されているが，特に注目すべき点はな
いように思う。
さて，以上のようにわずか2つの自治体でほあるが，北ヨ、−クシヤ1一県議会
とヨ・−ク市議会の予算編成を，それぞれの財政部長の報告を紹介しながらみた
が，地方自治体の予算編成の近年の特徴としてつぎの2点が指摘できるであろ
う。
第1に歳出の側面について言えば，近年においては1981年に発足した包括補
助金制度や経ぎ目標を使っての中央政府による地方自治体の予算統制が非常に
厳しくなっているということである。1975年頃に，「通達の形で示された中央政
府の指針に地方自治体が従うとともに，多くの場合そうすることが自治体の義
務であるとみなすことほ広く受け入れられていた。」55）という証言もあったが，
ほぼ同じ頃につぎのような証言もあった。すなわち，「地方自治体の経常経費は，
総額においても椀能上の配分においても〔中央〕政府によって直接にほ統制さ
れていない。」56）また，「資本経費の水準の統制も完全でほない。」57）しかし，中
央政府による財政上の統制は，1970年代後半において強化され，サッチャー・政
権になってそれほより直接的な形をとるようになった。サッチャー政府は，す
でにみたように，地方財政諮問委員会において地方自治体にたいする経費目標
を設定し，それに違反した地方自治体の補助金を減額して制裁を加える措置を
開始したのである。地方自治体は，地方財政諮問委員会において自らの要求を
政府に主張しうるようにも思うが，実際は中央政府の主導で補助金対象経費が
決定される。ヘップワース氏は，「中央政府が補助金を交付して援助する経費額

55）KenJudge， TheFinancialRelationshipbetweenCentralandLocalGovernmentin
thePersonalSocialServices ，Boothed，OP cit，p63，から再引用。原資料は，Depart−
ment of Environment， Minutes of Evidence befor・e the House of Commons Expe・

nditureCommittee，771e Financing qf EWlic E＊endituYe，HC282−Vi，Session1974
−75，HMSO，1975，である。

56） Evidenceby H M TreasuryPlanningandContr・OlofPublicExpenditure ，L，OCal
GovernmeniFinance，Cmnd6453，Appendix6，1976，p18
57）乃査d
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の最終決定ほ，中央政府の政策判断にもとづく。地方政府は，その決定に影響
を及ぼそうと試みることができるだけである。」58）という。
第2に，歳入についていえば，レート税率の決定は今日においてほ余剰金と
のかねあいでおこなわれるということである。すなわち，余剰金がレート税率
操作の緩衝器の役割をはたしているということである。そして，スチュアート
教授によれば，レート水準の決定は「予算過程の中心」59）をなすのである。そし
て，レ・−ト税率はいろいろな要因の複合作用によって決定されるのであろうと
思うが，その大きな要因の1つに選挙に．たいする議員の配慮がある。「地方税の
水準を引き上げたいとする議員にたいする歯止めがある。その歯止めは政治的
ないし個人的信念にもとづくものかもしれない。抗議の形で表明されたか単に
懸念であるのかは別にして，世論という歯止めが存在する。選挙という歯止め

−それは現実的というよりはいろいろ推測されるにすぎないもの−があ
る。」60）この点においても，住民と地方議会との結びつきが存在するのである。
Ⅴ

増分主義（incrementalism）とはなにか。61）アメリカのウイルダフスキl一教授
は，それこそ予算編成の真髄であると主張して著名であるので，彼の見解をま
ず紹介しよう。ウイルダフスキー・教授ほ，「予算は，はるかに巨大な部分を，水
面下，すなわち誰かの統制の枠外にもっている氷山と考えることができよう。
予算の中の多くの項目は標準的なものであって，それに挑戦するような特別の
理由がない限り，毎年，単純に繰り返して施行されるにすぎないのである。」62）
という。言いかえると，「すべての可能性のある選択肢を比較して現在のあらゆ
58）Hepworth，（ゆCit，p53
59）Stewart，PPcit，p203
60）乃ま♂．，pp203−204
61）小島教授は， incrementalism を「増分主義」と邦訳することは誤解を招くとして，「漸
変主義」という訳語をあてる（小島昭，前掲乱 244ページ）。私は，「増分主義」という邦
訳にも捨てがたい味があり，小島教授のように厳密に解釈しなくてもよいのではないかと
考え， incrementalism を，従来通り「増分主義」と邦訳することにした。
62）ウイルダフスキー著，小島訳『予算編成の政治学』勤草喜房，1972年，18ページ。
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る計画の価値を一挙に考え直すという意味で，予算の全体が実際に再検討され
ることははとんどない。そうするかわりに，本年度の予算は前年度の予算を基
礎にして，せまい範囲の増減を仔細に検討するということである。」63）したがっ
て，毎年の予算編成にあたって論議の対象となる項目ほ，全体の30／く−セント
をこえることほほとんどなく，往々にして5／く−セント以下なのである。64）し
たがって，増分主義とは，予算編成のさい検討される項目の範囲は全体の−・部
分であり，予算が増大するにせよ減少するにせよその幅はかなり小さいという
ことである。そして，このような増分主義にもとづく予算編成がおこなわれて
いる国は，ウイルダフスキ・一教授が確認した範囲では，アメリカ，イギリス，
フランス，日本という，経済的に豊かで政治的に安定している国々なのであ
る。65）
さて，以上が増分主義の概略であるが，バ、−ミソガム大学自治体問題研究所
のグリ、−ンウッド民らは，ウイルダフスキー教授の仮説がイギリスの地方自治
体の予算編成にも妥当するかどうかを検討している。もっとも，グリーンウッ
ド民らの解釈によると，ウイルダフスキ1一教授のいう増分主義による予算編成
は2つの内容をもつ。1つの側面は，すでに紹介したように，予算編成のさい
に検討される項目は全体のごく−・部分，特に新規経費であり，大部分は手つか
ずのまま残されるということである。66）第2の側面は，私のみるところ，ウイル
ダフスキー教授は明示的にのべていないように思うが，予算査定の方式，すな
わち「分析の方法（ modeofanalysis ）」である。これには，大きく分けると，
いわゆる合理的な分析（ rationalanalysis ）すなわち総合分析と，非合理的な分
析（ non−rationalanalysis ）すなわち「スペイン異端審問所」方式がある。そし
て，後者ほ，非公式な折衝と取り引きというやり方で予算配分の優先順位をき
63）Aaron Wildavsky，BudgetingA Con4）aYaiive 771eO7；y dBudgehlry Pncesses，
BostonandToronto，1975，p．6
64）ウイルダフスキー著『予算編成の政治学』，19ページ。
65）Wildavsky，駒鳴画ng，pp14，216
66）Greenwood， The LocalAuthority Budgetar・y Process ，Booth ed，qPcit，p93；
Gr・eenWOOd et al， Incr・ementalBudgeting and theAssumption ofGrowth ，Wright
ed，q夕dJ。，p26
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めてゆこうとするものであり，「政治的な」手法ともいいうる。そして，これが
増分主義のもう1つの内容をなす。67）したがって，グリーンウッド民らによる
と，「増分主義による予算編成ほ，非合理的（政治的）な分析形式と結びついた
制限された予算の査定（budgetary reView）が特徴である。」68）ということにな
る。
このような内容をもつ増分主義の予算編成方式がイギリスの地方自治体の予
算編成にとり入れられているのかどうかについては，グリーンウッド民らは肯定

的に評価する。グリーンウッド氏はつぎのように言う。やや長いが引用する。
「−・般的に言ってこれらの問いにたいする答えは，『■然り（ yes ）』である。地方
自治体は，経費を組織的にほ再検討しない。サービス提供の型ほ毎年ほとんど
変化せず，経費のごく一部分が査定をうけるだけである。ある項目が予算に組
み込まれると，それはたいてい数年にわたって問題にされずに存続する。同様
に，地方自治体ほ，合理的な分析よりもむしろ政治的なそれを基盤にして部局
間の順位の選択をおこなう。成功する部局長は，官僚制度における有能な『や
り手』である。すなわち，部局長にもとめられる技能ほ，本質的に政治的な技
能である。この意味で，地方自治体ほ増分主義的である。」69）
しかし，このような状況は，グリー・ンウッド民らによると近年変化のきざし
をみせている。「地方政府の〔予算編成の〕手順ほ，本質的にほウイルダフスキー
の定理に合致しているが，最近の財政状況におされて地方自治体は伝統的な手
法に比較してより増分主義的ではない（1essincr−emental）方向に向かってい
る。」70〉では，「より増分主義的ではない」方向とはなにか。グリーンウッド民ら
の調査を紹介しながら，近年の新しい予算編成の手法をみてみよう。第7表を
みよ。これは，自治体問題研究所のグリーンウッド民らが27の地方自治体の予
67）GreenWOOd， The LocalAuthority Budgetary Process ，Booth ed，砂Cii，p94；
Greenwood et al， IncrementalBudgeting and the Assumption of Gr・OWth ，Wright
ed，qp（i′，p27
68）乃∠♂．，p．29

69）GreenWOOd，
The LocalAuthor・ity Budgetary Process ，Booth ed，OPcii，，p94
なお，Greenwood et al， IncrementalBudgeting and the Assumption of Growth ，
Wrighted，砂Cit，p．46，もみよ。
70）Gr−eenWOOd， TheLocalAuthorityBudgetar■yProcess ，Boothed，qt）Cii，p81
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第7表 地方自治体における合理的分斬の実施状況（1974年−1977年）
（単位 地方自治体数）
1974年度から
1975年度

1975年度から
1976年度

1974年から
1977年まで

Ⅰ経費の戦略分析
増加

21

減少

0

変化なし

6

12

24

2

13

ⅠⅠ要求の戦略分析
増加

7

減少
変化なし

4

3

19

20

16

19

7

22

ⅠⅠⅠ課題分析
増加
減少
変化なし

4

7

ⅠⅤ合計（Ⅰ＋ⅠⅠ＋ⅠⅠⅠ）

増加

26

減少

0

変化なし

17
2

8

〔−出所〕Royston Greenwood， IncrementalBudgeting and the As・

sumption of Growth：The Experience of LocalGovernー
ment，，Maurice Wright ed，hblic Spending Decisions
GYVWthand RestYaintin the1970s，London，1980，p43

算編成方式について1974年度から1976年度までおこなった調査をまとめたも
のの1つである。この表の中の「戦略分析」とは，地方自治体全体を対象とし
予算過程の枠組みをなす情報の収集を意味し，「課題分析」とほ，戦略分析に比
較して−・段低いレベルのもので，老人や就学前児童の要望というような個別の
課題に関する分析である。そして，この表からえられる結論はつぎのようなも
のである。「直ちにえられる結論は，ほとんどすべての地方自治体（27団体のう
ち25団体）は合理的分析の水準を引き上げたということである。合理的分析に
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近い方法を用いて部局間に財源を配分する地方自治体の能力ほ，1974年より
1977年が高いということである。特に地方自治体は政策課題と経費の戦略的側
面の明示的な分析をおこなうようになったとみとめられる。要求についての戦
略分析はあまり前進がないようにみえる。」71）
ところで，地方自治体ほ合理的分析をいつ頃から導入しはじめたかというと，
1975年度からである。これは，第7表からうかがえる。地方自治体の議員や職
員ほ，前年度におこなった経費の一率削減や比例的な経費の削減をきらい，よ
り秩序ある財源の配分方式をもとめた。そして，いくつかの自治体は，いわゆ
る「総合計画（corpor・ateplanning）」を導入しはじめたのである。「1975年度の
予算循環（budgetarIy CyCle）の開始において総合計画の形をとった合理僧への
明確な刺激があった。」72）では，このような合理的な編成方式の導入の原因ほな
にか。第1の，もっとも大きな原因は，地方財政の引き締めである。経費削減
の合理的方式を求めて地方自治体は，総合計画の手法に．到達したのである。す
なわち，「財政引き締めの1つの結果が，地方自治体をして予算上の選択にあ
たって幾分なりとも合理的な行動をとらせるようにしたのである。」73）した
がって，「財源が縮小する状況の下では，合理的分析の水準は増加する」という
グリ1−ソウッド民らの仮説の1つ74）が妥当する。第2の原因は，1974年におけ
る新しい地方制度の導入である。それによって，部局長の若返りがはかられ，
伝統的な予算編成の手法から解放されることになったのである。グリーンウッ
ド氏らは，「〔地方制度の〕再編成が予算編成改革のこのましい舞台をつくり，

財政引き締めがその改革の印影を決定づけた。」75）という。
さて，グリーンウッド民らの調査によって，1970年代後半の自治体は伝統的
な増分主義による予算編成からの離脱を試み，合理的分析にもとづく予算の編
71）Greenwoodetal， IncrementalBudgetingandAssumptionofGrowth ，Wrighted，
ゆc左方，pp41−42
72）乃まd。，p41

73）Gr・eenWOOd， TheLocalAuthorityBudgetaryProcess ，Boothed，（砂Cit，p95
74）GreenWOOdetal．， IncrementalBudgetingandAssumptionofGr■OWth ，Wrighted，
qp cま∠，p42
75）撒∂，p45
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成をおこなうようになったことが明らかになったが，この傾向はその後どのよ
うに推移したであろうか。残念なことにグリ・−・ソウッド民らの研究ほ1977年ま
でであり，最近，とくに1980年代に入っての状況は不明である。ただ，グリ・−・
ソウッド民らは，「1974年度の突発的対応がおさまると，新しい管理体制にたい

する反対勢力の動員が言われほじめた。その結果，1974年度の最初の衝撃ほ
1976年度1までには鈍化した。この説明が正しいならば，合理的分析の絶対水準
は将来（1978年以降）せいぜい不変か，悪くすると低下するであろう。」76）と言っ
ている。しかし，われわれがすでに経験しているように，1979年以降のサッ
チャー政権下においてほ地方財政の一層の引き締めが実施されている。した
がって，グリ・−ソウッド民らの仮説を適用すれば，合理的分析にもとづく予算
編成をおこなう自治体ほ一層増加しているようにも思われるが，この点は今後
のわれわれの研究課題の1つである。77〉

ⅤⅠ

予算循環の第2段階ほ議会の審議である。いうまでもなく議会は予算過程の
最終調整者であり，住民の要望を反映できる有力な機関である。マーシャル博
士は，「地方議会それ自身は，レ・−ト水準の決定をおこなうだけでなく，財政委
員会とその他の委員会の間の未解決の論争を決着する最終判定着である。」」78）
という。

さきにのべたように，議会にたいする予算案の提出ほ3月あるいは4月の初
めにおこなわれる。しかし，議員にたいしてほその数日前に予算案の内容を記

76）乃≠♂，p44

77）ただし，注意しなけれはならないが，グリーンウッド民らは，合理的分析の導入により
地方自治体がより増分主義的でなくなった（lesSincremental）と言っているのであり，地
方自治体が増分主義をやめてしまった（non−incremental）わけではない。地方自治体の分
析の主流は依然として政治的であり，増分主義的予算編成は，1970年代後半においても健
在であったのである。Greenwood， The LocalAuthority Budgetar・y Pr・OCeSS，，Booth
ed，砂CさJ，p 96，をみよ。
78）Marsha11，PP ciih，p79
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した文書が配布される。「したがって，議員にとっては予算案の発表日（budget
day）になにか新しいニュ・−スが入るようなことは多分ないであろう。しかし，
住民にとっては財政委員会によって勧告されたポンドあたりのレ1−トを新聞が
公表する時が予算案作成の最も興管する瞬間である。というのは，住民の間で
ほそれが推量や憶測の対象には必ずなるけれども，それが決定されるまでの論
議ほ極秘であるからである。」79）しかし，イギリスの地方税はレ・−トだけであ
り，その決定もレ㌧−ト税率を上下させることだけであるから，住民の関心の程
度ほそう大きくない。
イギリス議会の庶民院での蔵相の予算演説はラジオで実況中継され，国民が
熱心に耳をかたむける。というのは，その内容によってほ数時間後にガソリン
やタバコの値段が変動するからである。国民は予算演説に早くから関心をもち，
それが発表されると直ちに行動をおこす。ある老は，ガソリン・スタンドにか
けつけ，石油税の引き上げによりガソリンの値上がりが生じる前に皐を満タン
にする。しかし，地方税であるレ・−ト税率の発表ほ，それほどの衝撃を住民に
は与えない。したがって，地方議会における「予算演説には，国家予算の発表
にともなう右往左往やドラマが欠けている。それ故に，予算案の発表日は，庶
民院のそれのような華やかさははとんどない。」叫そして，地方自治体の予算案
ははぼ原案通り承認される。
第3段階は，予算の執行である。ヘップワ・−ス氏は，「財務管理の本質的特徴
は，予算に合致するように歳出を細部にわたって統制することである。財政部
は，実際の歳出（時にほ将来の事業予測も含めて）と予算を常に対照する責任
がある。」81）という。しかし，予算ほ予測の側面をもつから，種々の理由で修正
をする必要が生じる。特に今日のようにインフレーショソが継続的に生じてい
る状況においては，歳出をインフレーショこ／の影響から遮断することほ困難で
ある。そこで，何らかの理由で予算が執行段階において変更される場合には，
それは地方自治体の運営規則（standing order・S）や財務規程（丘nancialregula−
79）乃ま−d，p．91

80）Ibid．なお，Burkhead，OP．cit，pp．96−97，もみよ。
81）Hepworth，（ゆcil，p218
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tions）に基づいておこなわれなければならない。ヘップワ、−ス氏ほ，「運営規則
と財務規程は，地方自治体が予算を作成し執行する際に従う手続きと，資本歳
出と特別の歳出を認める場合と同じように補正見積りと資金の移転（すなわち，
流用）を規制する際に従う手順を規定すべきである。」82）という。しかし，実際
には運営規則と財務規程との区分は明確でほない。ほとんどの自治体では，主
要な原則を運営規則で処理し，詳細な規則は財務規程で取りあつかうようにし
ている。83）
なお，地方自治体は，実際の現金需要をコントロ1−ルする現金資金計画
（finanCebudget）を作成し，全体的な現金必要量を決定する。これは，レ1−ト収
入の動向，補助金受領の時期，資産の売却などのその他の収入，給与や賃金の
支払い，資本歳出，公債の元利払い等を考慮に入れて作成される。そして，現
金資金計画は，5年間にわたる長期のものから日々の現金状況を説明するもの
まである。84）
ⅤⅠⅠ

地方自治体は，当該財政年度末に予算の執行が終了すると，決算書が作成さ
れ会計監査がおこなわれる。これが予算循環の最終の第4段階である。
会計監査には，外部監査と内部監査がある。「外部監査は，主として公衆の利
益を守るために課され，あるいほ採用された外部監督である。それは，レ・−ト
納税者の守護者として地方議会の財務記録と決算の正確さをみることであ
る。」85）そして，浪費，非効率的な財政運営，錯誤等に目を光らせる。外部監査
は，国庫補助金を交付している中央政府にとっても1つの保証をなす。
外部監査人について，ヘップワース氏は，はぼっぎのように言う。86）外部監査
は，国家公務員としての監査人（地区監査人）か，彼が認定監査人として認め
82）乃∠d，p233
83）運営規則と財務規程の具体例については，Marshall，qi）Cii，pp366T3L73，をみよ。
84）Hepworth，qPcil，pp219−220
85）Marshall，ゆCit，p180
86）Hepworth，qPdi，pp．224−225
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られている場合には職業的な監査人によっておこなわれる。地区監査人は，地
方自治体が違法に資金を使っている場合には，その歳出が法に違反していると
のべ，裁判所に訴えることができる。もし裁判所がその訴えをとりあげると，
その歳出に責任を負う者に，全額か−・定額かの損害賠償を命じることになる。
その歳出が2，000ポンドをこえ，その暑が地方自治体の職員であれば，裁判所
は，−・定期間地方自治体における職員資格の失効を彼に命じる。このようなヘッ
プワース氏の説明をみると，地区．監査人は地方自治体にたいする強力な財政統
制の権限をもっていることがわかる。
外部監査人が認定監査人である場合は，彼が地方自治体の不法な支出や損失
を会計監査において発見すると，彼ほ，地区監査人が特別監査をおこなうべき
である旨を国務大臣に報告しなけれはならない。＄7）
ここで地区監査人の歴史とその変遷についてすこしのべておく。地区．監査人
の歴史は古く，それが初めて任命されたのは1844年の改正救貧法によってであ
り，その任務ほ，イングランドとウェールズの救貧行政地区（distr■icts）一教区
と救貧区連合をあわせたもの−の会計監査であった。地区監査人は，1868年
の救貧（監査）法により，国家公務員（civilservantS）となった。88）時代ほ大き
く下って，1974年にほ，イングランドとウェールズの地方自治体は，環境相に
よって任命される地区．監査人か国務大臣の認定（approval）のもとに民間の会
計士の中から地方自治体自身が任命する認定監査人かのいずれかを選択できる
ようになったが，実際はほぼ90／く−・セントの自治体が前者を選択した。期そし
て，1982年の地方財政法により，自治体の監査制度ほ大幅に変更された。すな
わち，自治体関係老等と協議のうえ国務大臣が任命する監査委員会（Audit
Commission）が設置され，同委員会が任命する監査人によって自治体財政の監
査がおこなわれることになったのである。したがって，自治体は監査人の選択
権を失ったのである。新しい監査人は，監査委員会に引き継がれ同委員会の職
87）乃査d，p225
88）〟壱戒めッ扉助αS套タ好α乃♂エ∂CαJGoぴβ川椚β乃′斤￠0γ・りわγJ．95β，Cmnd−737，1959，in

WThornhilled，771e GYVWth and Rdbrm dEngli二sh LocalGovernment，London，
1971，p179
89）LocalGovemmentFinance，Cmnd6543，pp．94−95

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

イギリス地方自治体の予算循環

−79−

員となった地区監査人か，第三者である民間の監査会社．の社長かであり，彼ら
の監査報賃は，監査終了後に監査委員会に提出されなければならない。そして，
前述の地区監査人の権限は，新しい制度の下ではすべての監査人がもつことに
なった。ところで，このような新しい監査制度に対してほ，監査委員会の独立
性が時の政府によって侵害されるのではないかという危倶がある。90）
さて，内部監査ほ，もともと自治体の財政運営の公正さを保つために考えら
れたものであるが，年月がたつうちにその範囲は拡大した。マーシャル博士は，
「今日，内部監査は，〔財政運営の〕安定性と規則性に関連するものをこえ，組
織としての効率を評価する運営の道具の1つとみなされている。内部監査は，
依然として財政に焦点をあわせ，主として財政に通じその方面の訓練をうけて
いる職員によっておこなわれているとはいえ，結果的にはより創造的な任務を
はたすようにな、つている。」91）という。内部監査の具体例を2，3あげれば，物
品購入手続きの点検，給料支払い名簿の監査，施設勘定の監査（plantaccount
audit），学校の燃料費の請求書の点検等である。そこで，内部監査がそのように
広い分野に関連したものであってよいのかという問題が提起されている。92）
外部監査と内部監査の相違ほ，マ・−シヤル博士によれば，前者が財政年度が
終了した後に作成された文書をあつかうのにたいして，後者は自治体内の生の
資料をあつかうことである。しかし，両者の相互の協力もおこなわれており，
「外部監査人が内部監査のスタッフとこまかい意見の交換をおこなったあと〔外
部〕監査を開始するのもまれなことではない。」93）

このようにして出来上がった外部監査人の意見と決算概要（abstract of
accounts）は，それらが公表されたのちほ．，何時でも住民が閲覧することができ
るのである。

90）Hepworth，ゆCit，pp．309−312監査委員会についてほ，木寺氏の紹介が詳しい。木寺
久「イギリス地方自治事情（11）」，『地方自治』第439号，1984年6月，をみよ。

91）Marshall，少Cit，p172
92）乃寝，p227

93）Marshall，PPcii，P181
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ⅤⅠⅠⅠ

イギリスの地方自治体の予算循環も，予算の編成，議会における審議，執行，
そして決算と監査という4段階に分かれるが，なんといっても最初の予算過程
がその中心的地位をしめるのほ，小論の論述の分量からも明らかであろう。そ
して，自治体の予算編成ほ，1970年代後半の地方財政の引き締めの下では，合
理的な財源の配分をめざす総合分析にもとづいておこなわれる傾向がみられた

が，その基調は，政治的な要素を濃厚にもつ増分主義的なそれであった。マ、・・・・・
シヤル博士は，「〔自治体の〕予算編成ほ政治過程であり，有権者にたいする責
任を議員がはたす主要な手段である。」94）という。すなわち，自治体の予算過程
は，地域住民の利害の対立と矛盾を反映する。そして，近年のように，地方議
会の政党化が著しく進行している状況にあってほ，議会のり、・・・・・ダ・−をどの政党
が選出するかが予算過程に大きな影響をあたえるであろう。
なお，こまかい点であるが，予算の様式について言えば，それほ，民間団体
のCipfaの推奨する原側にもとづいて編成され，95）わが国のように中央政府に
よる画一・的に統一・された基準に．よるものではない。レイフィー・ルド報告も，自
治体の予算慣行について「われわれほ取り扱いの画一・性が不可欠であるとは考

えない。」96）と断言している。この点，いかにもイギリスらしく，興味ぶかい。
もっとも，今日においては経費の削減が自治体の予算過程における主要な関
心事の1つであり，中央政府ほ，包括補助金や経費目標を通じて自治体の行財
政の統制を強化し，地方自治の存立を危うくしていることにわれわれほ注目し
なければならない。
94）乃よd，p，74一 ウイルダフスキー教授も，ほは同様のことを，国家予算について言ってい
る。「政治というものを，国家政策の決定において誰の好みが優位を占めるべきかという点

をめぐる相剋という形でみるならば，予算は，この闘争の結果を記録するものである。
予算は政治過程の核心に位置しているのである。」（ウイルダフスキー著『予算編成の政治
学』，7ページ。）

95）Nor・thYorkshireCounty Council，Sh2temenidMain Princ妙Ies adoPtedin Com・
Piling theAccounts．hY1982−83，N．YCC．，AbstYaCtqf Accounls1982−83，pAl；
CityofYor・k，Abst7aCt dlAaOuntS1982−83，p2，をみよ。
96）LocalGovemmeni一円nance，Cmnd6543，p253

