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イギリスにおける福祉国家型地方自治の発展と
その新自由主義的再編

The Development of Local Government under British Welfare State and Its 

Neoliberal Restructuring

二宮　元

　イギリスは、しばしば「地方自治の母国」と言われ、日本でも近代的地方自

治の参照されるべきモデルとして扱われてきた。しかし、19 世紀に形成され

たイギリスの近代的地方自治は、決して不変のものではなく、資本主義の発展

とともにそのあり方は歴史的に変化してきた。すなわち、19 世紀の自由主義

的な近代国家が、20 世紀に入って現代的な福祉国家に発展し、さらにその福

祉国家が新自由主義改革のもとで再編されるという国家の発展のなかで、地方

自治の構造と性格も大きく変容してきたのである。

　本論文の目的は、イギリスにおける地方自治の発展史を概観することをとお

して、福祉国家の発展と地方自治の関係を検討することであり、福祉国家型の

地方自治とはどのようなものであるかを考察することである 1。福祉国家と地

方自治のあり方を検討することは、この間日本で進められてきた新自由主義的

な地方改革の意味と性格を理解し、それにかわる新しい福祉国家型の地方自治

を構想するうえで重要な課題だと思われる。とりわけ本論文を通して明らかに

したい点は二つある。

　第一は、イギリス福祉国家の発展過程のなかで地方自治がどのような役割を

果たしてきたのか、また福祉国家のもとでどのような地方自治が形成されたの

1	イギリスの地方自治を論じる際の決まり文句ではあるが、厳密に言えば、ここで扱わ
れるのはイングランドとウェールズであることをお断りしておく。

137イギリスにおける福祉国家型地方自治の発展とその新自由主義的再編（二宮　元）



かという点である。従来、福祉国家は中央集権的であり、したがって福祉国家

の発展とともに地方自治にたいする中央統制が強まり自治の領域が狭められる

と論じられることが多かった。最近では、そうした議論が分権化論の根拠の一

つにもなっている。また、地方財政に関しても、日本では、「三割自治」とい

う言葉に象徴されるように、自治体にたいする中央政府の財政的な関与が強ま

ることは、地方自治の観点からして望ましくないこととして評価されてきた。

しかし、イギリスにおける福祉国家の発展と地方自治の関係を見るかぎり、こ

うした議論は短絡的で一面的であると言わざるをえない。なぜなら、イギリス

でも福祉国家のナショナル・ミニマム保障が発展するとともに、確かに自治体

から一定の行政権限が中央政府に吸い上げられ、地方財政における国庫補助金

の比重が増大したが、とはいえそのことが地方自治の衰退をまねいたとは言え

ないからである。本論文では、イギリスの地方自治の歴史に学びながら、福祉

国家と地方自治が必ずしも単純な対立関係にあるのではなく、むしろ福祉国家

によるさまざまな施策が地方自治を発展させる条件となることを明らかにして

みたい。

　第二は、福祉国家のもとで発展した地方自治が、新自由主義のもとでどのよ

うに再編されてきたのかを明らかにすることである。イギリスでは、とりわけ

1980 年代のサッチャー政権期に、集権的な地方改革が進められ、自治体から

の権限の剥奪と中央統制の強化が行なわれた。この点は、新自由主義構造改革

の一環として地方分権化が進められてきた日本とは一見すると対照的な様相を

呈している。しかし他方で、イギリスにおいても日本においても、新自由主義

が描き出す地方自治のあり方には一定の共通性があることも事実である。日本

との比較を念頭に置きつつ、イギリスでは新自由主義改革によって地方自治の

あり方がどのような変質をこうむってきたのかを明らかにしてみたい。

　以上のような二つの問題関心にもとづいて、本論文では、まず第一節におい

て、イギリスの地方自治の発展史について概説しながら、19 世紀に成立した
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近代的地方自治が、福祉国家への発展のなかでどのように変容していったのか

を検討する。ここでは、イギリスにおいて形成された福祉国家型の地方自治の

構造を、特に近代的地方自治のそれと対比させることで明らかにしてみたい。

第二節では、福祉国家型の地方自治が、新自由主義改革の進行のなかでどのよ

うに変容してきたのかを検討する。ここではサッチャー政権からブレア政権ま

での時期を考察の対象とする 2。

１、イギリス福祉国家の発展と地方自治

　イギリスの地方自治がどのような段階をへて発展してきたのかを明確にする

ために、あらかじめつぎのような三つの時期区分を設定しておくことにしたい。

①近代的地方自治の成立期（1830 年代〜 60 年代）

②近代的地方自治の変質と現代的地方自治への移行期（1870 年代〜第二次

世界大戦）

③福祉国家のもとでの現代的地方自治の発展期（第二次大戦後〜 1970 年代）

以下では、この三つの時期区分にしたがって、地方自治の発展を跡づけていく

ことにしよう。

（１）近代的地方自治の成立：1830 年代～ 60 年代

　イギリスの近代的地方自治は、中世以来の「アングロ・サクソン的地方自治」

の伝統を引き継ぎながら極めて緩慢な過程をへて形成されたものであり、しか

も地方自治の成立の態様は都市と農村で相当に異なっているため、近代的地方

2	ただし、本稿で検討できたのは、主として地方財政や中央・地方関係の変化に限られ
ており、日本での道州制論議に関わるような自治体の規模や一層制・二層制に関わる問
題は割愛せざるをえなかったことをあらかじめお断りしておく。
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自治がいつ成立したのかを確定するのは実はなかなか難しい問題である。こ

こでは、さしあたり通説的説明にしたがって 1835 年の都市団体法（Municipal	

Corporation	Act）を近代的地方自治成立の画期ととらえて、19 世紀前半に

まず都市において形成された地方自治の特質を確認しておくことにしよう

（Wilson	and	Game	2006	;	Chandler	2007	;	スティーブンズ	2011）。

　まず第一に指摘すべきは、イギリスの近代的地方自治が、地主貴族による

寡頭的地方支配を土台として、それをかなりの程度温存しながら形成された

ことである。1688 年の名誉革命以後、18 世紀のイギリスにおいて形成された

国家体制は、「財政軍事国家」と形容される特徴をもっていた（Brewer	1990	

;	Harling	2001）。すなわち、フランスとの覇権戦争が数度にわたって戦われる

なか強力な軍事機構が整備されるとともに、それを支える徴税機構が中央政府

の官僚機構として整備されたのである。ただ、ここで重要な点は、財政軍事国

家のもとでは、中央政治の関心が軍事・外交問題に集中する一方で、内政上の

諸問題の多くは地方に委ねられたことである。18 世紀イギリスの地方行政は、

中世以来の教区やカウンティといった単位にもとづいて行なわれたが、その行

政において最も重要な位置を占めたのが治安判事である。地主貴族から選ばれ

る治安判事は、その地域の法の執行者として刑事司法や治安維持を担当しただ

けでなく、救貧行政、道路管理などより広い行政上の権限を行使した（福井	

1965-66）。こうした治安判事の役割を中心にして、地主貴族の寡頭的地方支配

が形成され、中央政府にたいする地方の強い自律性が形成されたのである。

　イギリスの近代的地方自治は、こうした地主貴族の寡頭的支配を改革し、中

産階級を新たな地方統治エリートの一員として参画させようとする動きのなか

から成立してくることになる（岡田	2005）。1835 年の都市団体法では、都市

において公選制のカウンシル（議会）が設立され、三年間その区域に居住し地

方税を直接納税した男性市民にたいして選挙権が与えられた。これにより「地

方税納税者の民主主義」が実現したわけである。しかしここで確認しておくべ
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きことは、当時安い賃貸住宅に住んでいた労働者の多くは、地方税を家賃と一

緒に家主に支払う立替払い方式によって間接的に納税していたために、選挙権

付与の対象外とされたことである（藤田	1996,	20-21）。その他、救貧委員会な

どの地方行政の役職についても、地方税納税額に応じた複数投票制が採用され

ていた。

　地方選挙権の範囲は地域によってかなりばらつきがあったが、総じて言えば、

都市の地方政治にたいして主体的に参加することが認められたのは中産階級市

民にとどまったと言える。つまり、国政レベルで 1832 年の選挙法改革が財産

と教養をもった中産階級に限定して参政権を拡大したのと同様に、19 世紀に

成立した近代的地方自治とは、財産と教養をもつ名望家による地方統治をその

内実としていた（金子	1989）。

　ここでは、このように都市において成立した地方税納税者の民主主義が、「安

価な地方行政」を実現するための仕組みであったことにも注目しておきたい。

すなわち、それは、地方行政にかかわる経費を納税者として負担する名望家が

地方行政を統制するための仕組みであり、言い換えれば、地域的な自己負担関

係を明確化したものに他ならない。こうした仕組みのもとでは、地方行政の拡

大は地方税負担の増大をもたらすことになるため、節制的な行財政運営が絶え

ず意識されることになる。実際、この時期には地方税負担の増大に反発する小

商店主などの下層中産階級が、各地で地方税納税者運動を起こしており、それ

が地方行政の拡大に歯止めをかけることになった（藤田	1996）3。

　したがって、第二に、この時期の地方行政は、拡大と抑制の微妙なバランス

3	M・ドーントンは、地方選挙権の範囲が都市上層に限定されている場合よりも、下層
中産階級にまで選挙権が付与された場合のほうが地方支出は抑制される傾向にあったと
指摘している。さらに、労働者階級にまで選挙権が及ぶと地方支出が拡大する傾向があ
り、したがって、地方選挙権の範囲と地方支出の増減の関係は、U 字型のカーブを描く
ことになる（Daunton	2008,	107）。
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のうえで発展することになった。すなわち、一方では資本主義の発展と急激な

都市化によって引き起こされたさまざまな問題に対処するために、公共的な地

方行政が着実に拡大していった。周期的に起きる不況と失業の増大のなかで救

貧行政がますます拡大したほか、上・下水道の整備や道路の清掃・舗装、街灯

の設置など、都市の社会活動に必要不可欠な行政サービスが徐々に発展してい

くことになったのである（岡田	2005）4。

　しかし他方で、こうした地方行政の発達は、それぞれの地方のイニシアティ

ブに委ねられ、したがって地域的にはきわめて不均等に進むことになった。19

世紀の地方行政の拡大は、ほとんどの場合、個別地域からの要求を受けて議会

が制定する「地域法（local	act）」にもとづいて行なわれ、しかも個別的な課

題ごとに設置された特定目的組織がその行政主体となって進められたため、全

国的に普遍的な行政として発達することにはならなかったのである。たとえば、

1848 年に制定された公衆衛生法（Public	Health	Act）をめぐって、その主導

者であった E・チャドウィックが統一的な行政の実現のために、中央集権的な

統制システムを導入しようとしたにもかかわらず、そうした行政拡大が地方税

負担の増大につながることをおそれた地方主義利害からの強い反発を受けて、

その意図を実現できなかったことはよく知られている（Brundage	1988	 ;	武居	

1990）。この時期の地方行政の拡大は、あくまで地方の自発性の原則にもとづ

いており、その意味では、各地の地方政治を支配する名望家層が許容する範囲

にとどめられたのである。

　第三に、地方財政について言えば、近代的地方自治は、地方税による自主財

源主義という原則に立っていた。イギリスの近代的地方自治を支えた主たる財

源は、レイトと呼ばれる地方税であった。レイトは、不動産にたいして課され

4	ただし、近代の地方行政の拡大が生じたのは、救貧、警察、教育、公衆衛生といった
行政分野であり、これらはアダム・スミスの議論から析出される自由主義国家の公共行
政の範疇を超えるものではないことも注記しておきたい（加藤	2006）。
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る税であるが、毎年算定される行政の必要経費に応じて税率が変動する仕組み

になっている。こうした独自財源でもって地方行政を行なうというのが、近代

的地方自治の財政原則であった。こうした財政原則が確立していたために、地

方行政の拡大は地方税率の上昇をもたらすという先述の地域的自己負担関係が

成立することになったのである。

　ただし、地方財政を補完する中央政府からの補助金がまったくなかったわけ

ではない。イギリスの国庫補助金は、1820 年代に始まり 19 世紀を通じて徐々

に拡大しているが、初期の補助金制度は、後に発達してくる福祉国家的な補助

金制度とは相当に性格の異なるものであった。というのも、この時期の補助金

制度は、もっぱら穀物法の廃止などによって損害をこうむる地主貴族からの要

求にこたえて、彼らの地方税負担を軽減することを目的としていたからである

（藤谷	1957	 ;	藤田	1996）。地方財政に占める割合で言っても一割に満たない程

度にとどまっており、したがって、地方税による独立財源主義の原則を崩すも

のではなかった。

（２）近代的地方自治の変質と現代的地方自治への移行：1870 年代～第二次世界大戦

　以上に見てきたように、19 世紀前半に都市で成立した近代的地方自治は、

名望家による地方統治を意味しており、公共的行政の発達にとっては必ずしも

積極的・促進的な役割を果たしたわけではなかった。むしろ 1870 年代以降に、

こうした近代的自治の狭隘性と限界が克服されるなかから、公共的行政の発達

が生じてくることになる。

　まず第一に、19 世紀後半から徐々に地方選挙権の範囲が拡大され、名望家

による地方統治から大衆民主主義にもとづく住民自治への転換が進んでいっ

た。周知のようにイギリスでは、1867 年および 1884 年の選挙法改革によって、

それぞれ都市労働者と農村労働者が順次国政参政権を獲得していったが、地方

参政権もこれと歩調を合わせるように拡大していった。地方税の立て替え納
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税者にも選挙権を認めた 1869 年の都市選挙権法、農村部においても公選制の

地方議会を設置した 1888 年および 1894 年の地方政府法（Local	Government	

Act）などを通じて労働者階級にも選挙権が拡大していったのである 5。

　第二に、こうして名望家による統治から住民自治への転換が進んでいったこ

とで、自治体が担う公共的行政の領域が格段に拡大していくことになった。都

市における経済活動や住民生活を改善するための積極的な行政が展開されるよ

うになっていったのである。

　こうした新しい地方行政の動向を象徴的に示したのが、1870 年代以降各地

で登場した「都市社会主義（Municipal	Socialism）」の実践であった。都市社

会主義の先駆例となったバーミンガムでは、1870 年代前半の J・チェンバレン

市政のもと、スラム・クリアランスや公園・図書館の設置、河川浄化、街路舗

装などの都市改良計画が実施されるとともに、それらの事業に必要な財源を確

保するためにガス・水道の公営事業化も行なわれた（Judd	1993）。こうした自

治体による都市改良計画や公営事業はその後他の都市自治体でも採用されてい

く。また、首都ロンドンでも、1889 年に新たに公選制の広域自治体（London	

County	Council）が設置され、自由党急進派と社会主義者からなる進歩派連合

のもとで、先進的行政の実験が試みられた。都市社会主義の理論的・実践的指

導者として活躍した S・ウェッブが作成した「ロンドン・プログラム」では、

行政機構の民主化、ガス・水道・鉄道・港湾などの公営化、公立病院の整備、

公営住宅の建設、困窮児童への支援など体系的な都市政策構想が列挙されてい

た（犬童	1968	;	岡	1975）。

　ここで注目しておきたいのは、こうした先駆的自治体の経験が、全国的な公

共行政の漸次的な拡大をもたらしたことである。この時期には、依然として地

5	ちなみに農村部に公選制のカウンシルが導入されたのは 1888 年地方政府法によって
であり、したがって、農村部では近代的地方自治の成立と変容が同時に進行することに
なったと考えられる。
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方の自発性の原則が強く残されていたが、先進的行政の試みが、他の自治体に

模倣され、あるいは中央政府に推奨されることで、他の自治体へと波及してい

くことになったのである。言い換えれば、福祉国家の発展につながる公共行政

の拡大を先導する役割を自治体が果たしたのであり、この点は、福祉国家と地

方自治の関係を理解するうえできわめて重要な点である。

　第三に、以上のような地方行政の拡大の帰結として、膨張する地方財政を補

填するために中央政府からの補助金が増大していき、レイトにもとづく自主財

源主義という近代的地方自治の財政原則が崩れていくことになった。1870 年

代までは地方財政の一割に満たなかった国庫補助金は、急激に上昇し始め、第

二次世界大戦前までに地方財政の三割を超えるまでに増大した（Bennett	1982,	

44）。つまり、地方財政は、地方税収入と国庫補助金の二つの柱によって支え

られることになったのである。

　ところで、先にも述べておいたように、一九世紀においては国庫補助金の増

額を最も声高に求めたのは農村の地主貴族であり、その意味では当初国庫補助

金がもった財政上の意義は極めて狭いものでしかなかった。しかし、先述した

地方行政の変化を受けて、国庫補助金にたいして新たな意味づけを与える財政

理論が登場してくることになる。そうした議論の代表例として、ここではウェッ

ブの国庫補助金論を簡単に紹介しておこう。ウェッブは、ロンドンにおける都

市社会運動に参加した後、その経験を踏まえて、ナショナル・ミニマム保障の

ための補助金論を展開することになった（清水	1979）。すなわち、ウェッブは、

自治体間の財政力格差を是正し、地方行政のナショナル・ミニマムを各自治体

に確実に実行させるための手段として国庫補助金を積極的に評価する議論を展

開したのである。特に彼は、ナショナル・ミニマム保障の徹底という観点から、

自治体に特定業務の実施を奨励する特定補助金の役割を重視した。

　今述べた点に関連するため、ここで特定補助金と一般補助金の関係について

整理しておこう。あらためて確認しておけば、中央政府から自治体に支給され
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る補助金には、大別して補助金の使途を限定した特定補助金と、使途を限定せ

ず自治体の裁量に委ねる一般補助金の二つの方式がある。一般的には、ウェッ

ブの議論にもあるように、特定補助金はナショナル・ミニマム保障にかかわる

ような特定業務を自治体が確実に行なえるようにするうえで重要な役割を果た

すものであるが、自治体間の財政力格差を是正するには不向きである。特定補

助金は、通例、当該業務にかかる経費の一定割合を国庫から補填する定率補助

金として支給されることが多いため、財政力があって業務の拡大に乗り出せる

自治体にたいして分厚く配分される傾向があるためである。これにたいして、

一般補助金の場合は、自治体への配分基準に財政調整的要素を組み込むことで、

自治体間の財政力格差を是正する役割を果たさせることができる。しかし、そ

の反面、一般補助金のほうが総枠を管理することが容易であるため、たとえば

中央政府が自治体にたいして財政支出の削減や抑制を強制する手段ともなりう

るという問題がある。

　以上のような特定・一般補助金それぞれの特性を踏まえたうえで言えば、先

述したこの時期の国庫補助金の増大は、自治体行政の拡大にともなう特定補助

金の増大→その一部の一般補助金化→さらなる特定補助金の増大という循環を

通じて進行したと言える。すなわち、1888 年の指定収入制度の創設、1929 年

の一般国庫交付金の導入という二度の改革によって一般補助金の拡充が進めら

れたものの、特定補助金がそれを上回って増大し、常に地方財政のなかで高い

比重を占め続けることになったのである（藤谷	1957）。

（３）福祉国家のもとでの現代的地方自治の展開：第二次世界大戦後～ 1970 年代

　以上に見てきたように、19 世紀後半以降、地方レベルでの政治的民主主義

の拡大を背景にして、近代的地方自治は現代的地方自治へと転換していくこと

になった。まとめておけば、この現代的地方自治のもとでは、住民自治の実現

を背景に住民生活の要望に応えるための公共的行政が積極的に展開され始める
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とともに、拡大した自治体行政を支えるために国庫補助金による財政支援が拡

大していく。このように発展してきた地方自治のあり方は、戦後福祉国家のも

とでさらなる発展を遂げていくことになる。

戦後福祉国家改革と中央・地方関係の再編

　周知のように、イギリスでは、第二次大戦後、労働党政権のもとで福祉国家

建設に向けた大規模な改革が行なわれた。大戦中に作成されたベヴァリッジ報

告や完全雇用白書などを青写真として、包括的な社会保障制度の整備が進めら

れるとともに、完全雇用を実現するために国家の経済介入を強化する改革が推

し進められたのである。こうした戦後の福祉国家改革のなかで、中央＝地方関

係も大きく再編され、地方自治のあり方も再定義されることになった。

　まず第一に、地方自治体が担う行政領域が大きく変化した。まず戦後の福祉

国家改革では、ベヴァリッジ報告にしたがって、包括的な所得保障のための諸

制度が整備されたが、これにともなってそれまで地方行政の管轄であった救貧

行政は新たに公的扶助として中央政府へと移管された。また、医療の国有化と

も言える NHS（National	Health	Service）の創設を受けて、医療・保健行政の

大部分も自治体の手を離れることになり、さらに、産業国有化政策が進められ

るなかで、ガス・電気などの自治体公営事業も国有化されることになった。19

世紀後半から拡大してきた自治体行政のかなり多くの部分が、中央政府による

ナショナル・ミニマム保障のなかに吸い上げられることになったのである。

　したがって、戦後の福祉国家改革は一面においては既存の地方行政の領域を

大きく縮小させることになった。当時はこうした動向をさして「地方自治の危

機」が叫ばれたこともあったが（Robson	1966）、その後の地方自治の発展を

見るかぎり、そうした評価はやや早計であったと言わなければならない（後藤	

1972）。なぜなら、戦後福祉国家の発展のなかで、地方自治体は、教育、公営

住宅、対人社会サービスといった領域において新たな役割を見出し発展するこ
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とになったからである（高橋	1978	;	山本	2003）。M・ラフリンの指摘にしたが

えば、地方自治体の役割は、戦後福祉国家のもとで必ずしも縮小したわけでは

なく、その重心をインフラ整備や公営事業といった従来の「生産指向・事業型」

行政から、教育・住宅・福祉といった「消費指向・再分配型」行政へと移すこ

とになったのである（Loughlin	1986）。

　一般的に言って、福祉国家の社会保障は、貧困問題を解消し最低限度の生活

を保障するために家計にたいする所得保障をまず拡充することから始まり、そ

の後社会生活の高度化に対応して教育・医療・介護・保育などのさまざまな社

会サービスを発展させてきたと言ってよい。この区分にしたがって言えば、戦

後イギリスにおいては、所得保障をもっぱら中央政府が所管し、社会サービス

の提供の大部分を地方自治体が担当するというある種の分業関係が形成された

のである。日本の「縦割り型」の中央・地方関係にたいして、イギリスの中央・

地方関係が「横割り型」と呼ばれる所以である（高橋	1978）。

　第二に、戦後の福祉国家改革のなかで、自治体間の財政力格差や地域間の経

済格差を是正するための諸政策が積極的に展開されるようになったことにも注

目しなければならない。1948 年には、従来あった一般国庫交付金制度よりも

自治体間の財政調整機能を強化した国庫平衡交付金（Exchequer	Equalization	

Grant）の制度が導入された（藤谷	1957）。補助金制度については、戦後さら

なる発展が見られることになるが、これについては後述する。

　さらに、完全雇用にたいする政府の責任が明確化されるなかで、地域間の

経済格差の是正を目的とする地域政策が展開されることになった（McCrone	

1969	 ;	辻	2001）。ここで言う地域政策とは、発展する都市地域から衰退地域に

向けて産業を移転・分散させようとする政策であり、具体的には、都市の工場

建設を規制するとともに、特別融資制度や補助金の支給などによって衰退地域

への立地企業を支援するものであった。戦後福祉国家のもとでは、特に衰退地

域において深刻化しやすい失業問題を解消するために、地域間の不均等発展を
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是正しバランスのとれた国民経済を発展させることが追求されたのである。こ

れはいわば、「空間的ケインズ主義」の政策である（Brenner	2004）。

　ともあれ、ここで強調しておくべきことは、戦後の福祉国家改革のなかで、

ナショナル・ミニマム保障にたいする中央政府の責任が強化され、さらにその

一環として地域・自治体間の経済力格差を是正する政策が積極的に展開される

ようになったことである。そもそも資本主義のもとでは地域間の経済格差が必

然的に生じざるをえないが、この格差が放置されれば地方自治の発展は大きく

制約されることにならざるをえない。なぜなら、地域の経済格差の拡大によっ

て生じる地域経済の衰退や失業の増大にたいして、自治体が単独で対処するこ

とには限界があるからである。その意味では、戦後福祉国家のもとで整備され

た地域間の所得再分配のための枠組みは、地方自治の発展にとって不可欠の前

提であり土台であったと言わなければならない。

財政調整制度の発展―一般補助金化の進行

　今見てきたように、地方自治体の行政は、戦後福祉国家のもとでその役割を

変えながらも急速に拡大していくことになった。自治体が新たに担うことに

なった教育、住宅、社会サービスといった行政は、戦後の経済成長のもとで社

会生活が高度化するのに対応して、ますますその必要性と重要性を増すことに

なったからである。それに応じて地方財政も増大した。対 GNP 比率で見た地

方支出の規模は、1950 年の 9.5％から 1975 年には 18.7％とほぼ倍増し、政府

支出全体に占める地方支出の割合は、同じ時期に 23.2％から 34％へと増大し

た（高橋	1978,	148）。

　こうした地方財政の拡大は、自治体への国庫補助金のさらなる増大を引き起

こすことにもなった。国庫補助金の増大自体は、これまでにも見てきたよう

に 19 世紀後半以来の傾向であったが、戦後期における重要な特徴は、国庫補

助金の増大が一般補助金化をともなって進行したことである。すなわち、1950
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年には補助金のうち一般補助金の占める割合は約二割に過ぎなかったが、1958

年の一般交付金（General	Grant）制度の導入、さらに 1966 年のレイト援助交

付金（Rate	Support	Grant）の創設といった補助金制度の改革が行なわれるな

かで、一般補助金の比重が飛躍的に上昇することになったのである。1970 年

には一般補助金が補助金の約九割を占めるまでに至った（高橋 1978,	197）。先

述のように 19 世紀末から第二次大戦までの時期には、どちらかと言えば特定

補助金が国庫補助金の増大を牽引したのにたいして、戦後は一般補助金の増大

が進んだのである。

　では、戦後のこうした一般補助金化の流れはなぜ生じたのか。結論的に言え

ば、戦後の一般補助金化は、明らかに自治体間の財政調整の強化を意図したも

のであったと言える（山本	2003	 ;	小林	2004）。たとえば、1966 年に導入され

たレイト援助交付金は、①需要要素（Needs	Element）、②財源要素（Resources	

Element）、③住宅レイト減税要素（Domestic	Element）という三つの配分基

準にしたがって各自治体への配分が決定される仕組みになっていたが、これは、

①によって自治体ごとの地域環境の違い――たとえば教育費用のかかる児童数

が多い場合など――によって生じる行政コストの格差を補填すると同時に、②

によって自治体間の税収格差を埋め合わせることを目的としていた（③につい

ては後述）。つまり、この制度の最大の目的は、自治体ごとの行政需要の違い

と税収力の格差の両方を考慮することによって、自治体にたいしてナショナル・

ミニマム保障のために必要な財源を保障することにあったのである。その点で、

戦後のイギリスで行なわれた一般補助金化の改革は、後にサッチャー政権下で

導入される包括補助金の制度とも、近年の日本で議論される一括交付金化とも

性格が異なることを強調しておきたい。後二者は、もっぱら地方財政にたいす

る統制と抑制を目的としているからである。

地方税制の所得再分配機能の強化
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　以上のように、1966 年のレイト援助交付金をもって、自治体間の財政調整

を重視した福祉国家型の補助金制度が確立したものと見ることができるが、こ

の補助金改革は、地方財政上の画期的な変化をもう一つともなっていた。それ

は、地方税制の改革が同時に行なわれ、地方税レイトの所得再分配的税制への

転換が行なわれたことである。レイトは、住宅などの固定資産にかかる税であ

るが、低所得層ほど家計のなかで住宅費の占める割合が高くなるために、逆進

性がその問題点として指摘されていた。そのため、逆進性を払拭するための改

革が行なわれたのである。

　1966 年の改革では、まず一般住宅にかかる住宅レイトと事業用資産にかか

る事業レイトの区別が設けられ、住宅レイトにたいして全般的な軽減税率が適

用されることになった。先述したレイト援助交付金のなかにあった③の住宅レ

イト減税要素とは、住宅への軽減税率の適用によって減少する税収を補填する

ために新たに導入された補助金であった。さらに、低所得層を対象に納税額の

一部あるいは全額を払い戻しする減免制度が同時に設けられた。この改革によ

り、低所得層の税負担を軽減する累進的構造ができあがることになり、地方税

の課税原則に応能負担的な要素が組み入れられることになった。

　現代的地方自治のもとで、国庫補助金の役割が拡大してきたことについては

すでに強調してきたが、それと同時に自治体が課税権をもつレイト税収は、現

代的地方自治を支えるもう一つの重要な財政的支柱であった。とりわけ今述べ

たようにレイトが逆進的税制から所得再分配的税制へと改革された結果、自治

体にとってレイトがもつ財政的意義は高まったと言える。なぜなら、これによっ

て自治体は、大衆的負担を増大させることなくレイト収入を引き上げることが

できるようになったからである。後で見るように、実際に、レイトの引き上げ

は、サッチャー政権下での財政抑制策にたいする自治体側の対抗策の一つとし

て活用されることになる。

　1966 年の補助金改革と地方税改革は、歴史的に見ても非常に重要な意味を
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もっていたと思われる。というのも、これによって、近代的地方自治を特徴づ

けていた地域的な自己負担関係が、地方財政の構造から払拭されることになっ

たからである。あらためて確認しておけば、ここで言う地域的な自己負担関係

とは、その地域で行なわれる行政サービスにかかる費用を地方税納税者である

地域住民が負担するという関係である。この自己負担関係のもとでは、行政サー

ビスの拡充は地方税負担の増大となって跳ね返ってこざるをえないため、地域

住民は行政サービスの拡充をあきらめるか、税負担の増大を甘受するかの二者

択一を迫られることになる。しかし、ここまでに見てきたように、まず補助金

の増大によって地方財政のなかでの地方税収入の比重が低下し、さらに地方税

収入のなかでも地域住民が負担する住宅レイトが軽減されるようになったこと

で、自治体の行政費用を地域住民が負担するという自己負担関係はほとんど断

ち切られることになったのである。1970 年代半ばまでに、地方財政に占める

地方税収入の割合は三割弱にまで低下し、しかも地方税収入の約六割が事業レ

イトからの収入となったため、住宅レイトが収入全体に占める割合は一割程度

にまで低下することになった（小林	2004,	66-67）。

　ここまで見てきた戦後の福祉国家型地方自治についてあらためてまとめて、

本節の締めくくりとしておこう。まず確認しておくべきは、戦後福祉国家のも

とでは、ナショナル・ミニマム保障にたいする中央政府の責任が明確化された

ということである。このことは、とりわけ中央政府のもとで普遍的な所得保障

が整備されるとともに NHS によって無料の医療制度が創設されたことにあら

われているが、それ以外にも、完全雇用を実現するために地域間の経済格差の

是正を目的とする地域政策が展開されたこと、自治体間の財政力格差の是正に

重点を置いた国庫補助金制度が発展したことにもあらわれている。こうした中

央政府によるナショナル・ミニマム保障を土台として、戦後の地方自治体は、

地域住民にたいする社会サービスの提供という役割を中心にして発展していく

ことになったのである。そして、戦後の地方自治の発展を財政的に支えた二つ
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の柱が、国庫補助金と再分配的税制へと改革されたレイトである。今見てきた

ように、国庫補助金の増大とレイトの改革によって、近代的地方自治において

地方行政の拡大を抑制する仕組みであった地域的な自己負担関係はほぼ解体さ

れることになった。これが福祉国家型の地方自治の発展を支えた地方財政の構

造であった。

　次節への予告の意味を込めて述べておくと、新自由主義改革のなかでは、こ

うした地方財政の構造を再編し地域的な自己負担関係を復活させることが一つ

の重要な改革課題として浮上してくることになる。すなわち、こうした地方財

政の構造こそが、地方財政責任の欠如を引き起こして地方財政の膨張をもたら

しているのだという批判がなされることになるのであり、サッチャー政権下で

は、地方財政の抑制が追求されるなかで、「人頭税」の悪名をとったコミュニ

ティ・チャージが導入され、まさに地域的な自己負担関係を復活させることが

企図されることになるのである。

２、新自由主義による地方自治の再編

　周知のように、イギリスでは 1979 年に誕生したサッチャー政権のもと、新

自由主義改革が開始された 6。新自由主義改革は、その後も現在に至るまで基

本的には継続して推し進められている。この改革は、戦後福祉国家の構造を抜

本的に再編するものであり、当然そのなかで地方自治の構造も大きく再編され

ることになった。

　本節では、新自由主義のもとで進行した地方自治の変容を三つの点に注目し

て検討していくことにしたい。一つは、地方財政の構造の変化である。当初サッ

6	サッチャー改革の全貌については、二宮	2014 を参照されたい。
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チャー政権下で最優先課題とされたのは、完全雇用よりもインフレ抑制を重視

した経済財政運営を確立することであり、そのために財政支出の削減が断行さ

れ、地方財政についても削減と抑制がめざされた。その過程のなかで、前節で

見たような福祉国家型の地方財政は新自由主義型の地方財政へと再編されるこ

とになった。二つ目は、地方財政の抑制が呼び起こす自治体行政の効率化・ス

リム化という流れである。この種の改革は、サッチャー政権下で着手された後、

若干の変化をともないながら自治体行政のガバナンス化へと結びついていくこ

とになる。三つ目は、地域間格差の拡大のなかでの自治体の役割の問題である。

新自由主義改革は、各地で地域経済の衰退や失業の増大、犯罪の増加といった

矛盾を引き起こさざるをえないが、メージャー政権期以降、こうした矛盾にた

いする対策として地域再生政策がとられるようになっている。そのなかで、自

治体には、地域社会の諸力を地域の統合の再建にむけて動員するための役割を

担うことが求められるようになっていることが注目される。

（１）地方財政の新自由主義的再編―地域的自己負担関係の復活

　それでは、特にサッチャー政権期の新自由主義改革のなかで最大の課題とさ

れた地方財政の改革から検討していくことにしよう。ただし、サッチャー政権

による地方財政改革を読み解くためには、その前置きとして当時各地で登場し

ていた「自治体社会主義（Local	Socialism）」についてふれておかなければな

らない（Gyford	1985	;	Wainwright	1987）7。というのも、サッチャー政権は、

自治体社会主義を標榜する労働党自治体と対抗するなかで、その地方財政改革

の内容を形成し発展させることになったからである。自治体社会主義は、言う

なれば戦後福祉国家のもとでの地方自治の発展が生みだした産物であり、サッ

7	Local	Socialism は地方社会主義とも訳されるが、本文でも後述するように、自治体を
てこにして社会主義の実現をめざした運動であったという点を汲み取って、ここでは自
治体社会主義と訳しておく。
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チャー政権は、直接的にはこれを打ち負かすことを通じて、戦後の福祉国家型

の地方自治の仕組みそれ自体を破壊することになる。サッチャー政権の地方改

革にとっての最大の障害物として立ちはだかった自治体社会主義についてまず

は見ておこう。

自治体社会主義

　サッチャー政権に対抗する自治体社会主義の主たる担い手となったのは、

1970 年代に労働党内で台頭した左派勢力であった（Seyd	1987）。この 70 年代

に台頭した労働党左派勢力には、注目すべき特徴があった。それは、当時左傾

化していた労働組合と並んで、地方の労働党の活動家層が重要な担い手となっ

ていたことである。1960 年代末、とりわけ 68 年の地方選挙での労働党の大敗

北をきっかけにして、各地の地方労働党では世代交代が進み、20 代から 40 代

の比較的若い世代が地方幹部や地方議員として活躍するようになっていた。彼

らの多くは、戦後の拡大した教育制度のもとで高等教育を受け、学校や社会福

祉、都市行政などの自治体公共部門で働く専門職労働者であった。つまり、社

会サービスを中心とする戦後の自治体行政の拡大によって増大した専門職自

治体労働者が、自治体社会主義の担い手となったのである（Panitch	and	Leys	

2001）。この活動家層は、伝統的な労働者階級とは異なる新しい主体であり、

彼らの活動の場は、従来の労働運動だけでなく、平和、環境、女性、人種問題

などの新しい社会運動にまで及んだ（Wainwright	1987）。

　こうした新しい担い手によって、1970 年代末以降、各地の労働党自治体で

自治体社会主義の具体化がはかられていく。特に有名なのが、大ロンドン市、

シェフィールド、リバプール、マンチェスターなどの自治体である。自治体

社会主義は、理論的には、国家を単なる階級支配の道具ではなく社会関係の

凝集としてとらえるマルクス主義の新しい国家論から影響を受けており、自

治体レベルにおいて社会主義的な政治を実現していくことで、資本主義国家
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を内部から変革することをめざしていた（Cockburn	1977	;	London	Edinburgh	

Weekend	Return	Group	1979）。

　では、自治体社会主義が実現しようとした社会主義的政治とはどのようなも

のであったのか。自治体社会主義の実践は、自治体ごとに特色の違いがあるが、

概ねつぎのような三つの柱からなっていた（Gyford	1985）。

　第一は、自治体の提供する公共サービスの拡大と自治体行政の民主化による

その質的向上である。すなわち、自治体社会主義は、公共サービスの拡充のた

めに財政資源を重点的に振り向けるとともに、それだけでなく、自治体行政に

たいする住民参加を進めることで、住民の要求に応えうる公共サービスの改善

を実現しようとした。特に後者の点では、既存の福祉国家がもたらしたとされ

る官僚主義的な行政の弊害にたいする批判が強く意識されていた。

　第二は、女性や人種、性的マイノリティへの差別禁止と平等の実現に積極的

に取り組んだことである。女性委員会や人種委員会、各種のワークショップが

設置され、自治体の雇用やサービス提供における差別的扱いの防止に向けた取

り組みが進められた。これは、伝統的な労働運動が衰退するなかで、自治体社

会主義を支える基盤として、新しい社会運動も加えた、いわゆる「虹色の連合」

を構築しようとする試みでもあった。

　第三は、地域の雇用確保のための自治体による産業政策の展開である。とり

わけ、この課題は、サッチャー政権下で厳しい緊縮策が実行され各地で失業問

題が深刻化するにしたがって、重要性を増すことになった。自治体社会主義で

は、私的利潤ではなく社会的有用性にもとづいて地域経済を再生することが目

標として掲げられ、公共部門の主導のもとに地域経済を活性化させる経済戦略

が立案・実行された。ただし、少し先走って述べておくと、こうした自治体社

会主義の産業政策は、サッチャー政権による新自由主義改革の進行とともに限

界に逢着し、次第に企業主義的都市経営へと変質していくことになる。この点

については、新自由主義のもとでの地域経済の衰退と自治体の役割について論

じる際に、立ち返って述べることにする。
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サッチャー政権のもとでの地方財政の再編

　以上のように、1979 年のサッチャー政権の誕生に前後して、自治体レベル

においては新自由主義に真っ向から対抗する自治体社会主義の動きが開始され

ていた。この点を確認したうえで、つぎにサッチャー政権による地方財政改革

を検討していこう。

　インフレ抑制のための財政支出の削減を実行するために、サッチャー政権

は、まず地方財政の抑制に取り組んだ。そのための改革の第一歩として、1980

年に導入されたのが包括補助金（Block	Grant）の制度であり、そこでは、地

方財政にたいする中央政府の統制権限を大幅に強化することが目論まれた

（Stoker1988	 ;	小林	2004）。すなわち、包括補助金制度のもとでは、政府が各

自治体にたいして財政支出の基準値を設定し、その基準値を超えて支出した団

体にはペナルティとして補助金の削減が課されることになったのである。この

制度は、地方財政の総枠だけでなく個別自治体の支出をも統制する権限を中央

政府に与えるものであり、明らかに公共サービスの拡大に積極的な労働党自治

体を狙い撃ちにしていた。いずれにしても、この改革によって、国庫補助金は、

財政調整のための制度から地方財政の抑制・削減のための制度へと決定的に性

格を変えることになったのである。

　しかしながら、包括補助金の導入による地方財政の抑制は、必ずしもサッ

チャー政権の意図したとおりには進まなかった。補助金削減のペナルティを課

された自治体の多くが、地方税レイト――そのなかでも住民負担とならない事

業レイト――を引き上げることでこれに対抗し、高い支出水準を維持したから

である。そのため、国庫補助金は削減できたものの、地方財政の総額を減らす

ことはできなかったのである。

　したがって、サッチャー政権は、第二段階の改革としてレイトの課税権の制

限へと突き進むことになった。1984年のレイト法改正によって「レイト・キャッ
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ピング」と呼ばれる制度が導入され、超過支出の自治体にたいして中央政府が

レイトの税率に上限を設定できる仕組みがつくられたのである。これは、言う

までもなく、自治体に歴史的に認められてきた課税自主権を制限するものであ

り、自治体からの激しい反発を引き起こすことになった。レイト・キャッピン

グは、ロンドンなど都市部の 18 の自治体にたいして適用されたが、そのうち

の労働党が握る 16 の自治体が、この制度への不服従を表明し、公然と政府に

反抗するキャンペーンを展開することになった。さらに、サッチャー政権は、

こうした改革と並行して、大ロンドン市と六つの広域都市自治体を廃止する改

革をも推し進めており、これにたいしても自治体の反対闘争が展開されること

になったことから、まさに、サッチャー政権と労働党自治体の全面対決の様相

を呈するに至ったのである。

　しかしながら、サッチャー政権の妥協を許さない断固とした姿勢に直面して、

労働党自治体の抵抗は次第に瓦解していかざるをえなかった。当初労働党自治

体は、予算作成を行なわずレイトの設定を拒否することで政府に抵抗しようと

したが、法律義務違反による課徴金と解職の脅しを前にして、最終的にはレイ

トの上限規制を受け入れることになった。また、大ロンドン市と広域都市自治

体についても、1986 年 3 月をもって廃止されることになった。

　以上のように、自治体による抵抗を排したうえで、サッチャー政権は、地方

財政の構造をさらに抜本的に再編する第三段階の改革に取り組んでいくことに

なった。そこでサッチャーがめざしたことは、地域的な自己負担関係を再び復

活させること、言い換えれば、自治体行政の拡大が地域住民の負担の増大とし

て跳ね返る仕組みをつくりだすことであった。そうした仕組みを地方財政のな

かに組み込むことで、地方財政が継続的に抑制されるようになるはずだという

のがサッチャーの考え方であった。そのための方策が、「人頭税」とも呼ばれ

た「コミュニティ・チャージ」の導入である。

　1988 年の地方財政法によって新たに成立した地方税制の仕組みは、主とし
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て二つの内容からなっていた。一つは、従来の住宅レイトを廃止し、新たにコ

ミュニティ・チャージを導入したことである。固定資産への課税であったレイ

トとは異なり、コミュニティ・チャージは、それぞれの地域の成人住民全員に

たいして均等額の税負担を求めるものであった。これにともない低所得層向け

のレイトの払い戻し制度もなくなることになったため、地方税は所得再分配機

能をほとんど失い、むしろ逆進的な税制へと変質することになった 8。コミュ

ニティ・チャージは、その名前が示すとおり、地域住民が負担するのは税（tax）

ではなく、自治体の行政サービスにたいする料金（charge）であるという考え

方、すなわち応益負担原則に立った税制にほかならなかった。

　新しい地方税制のもう一つの内容は、企業などにかかる事業レイトを分離し

て、全国一律の税に移行させたことである。この新たな全国事業レイトは、一

旦全国的にプールされた後で成人人口数に応じて各自治体に配分されることと

なった。これにより、自治体は事業レイトに関する課税自主権を失うことにな

り、かつてのように住民負担によらず事業レイトの引き上げによって自治体財

政を賄うという手法は封じられることになったのである。

　こうした改革の最大の目的は、地方財政にたいする責任と負担の感覚を地域

住民にもたせることであった。すなわち、地方税の負担を全有権者住民に均等

に分散させ、地方支出と住民の税負担が連動する仕組みをつくろうとしたので

ある。

　まとめて言えば、サッチャー政権期には地方財政の削減と抑制のために、二

つの手法がとられたと言える。一つは、地方財政にたいする中央政府の統制を

強化し、自治体にたいして支出の削減を強制するやり方であり、初期の改革で

はもっぱらこの手法が用いられた。しかしながら、こうした強権的ともいえる

財政抑制には限界がある。なぜなら、こうした手法は、自治体からの強い反発

8	ただし、学生と所得補助（公的扶助）の受給者については、コミュニティ・チャージ
の八割の減額が認められた。
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を呼び起こさざるをえないうえ、自治体の行政サービスの削減によって引き起

こされる地域住民の不満も中央政府に向けられる可能性があるからである。そ

こで、地方財政を抑制するためのもう一つの手法として、地域的な自己負担関

係ないしは応益負担原則を地方財政の構造に組み込む方向性がめざされること

になった。先述したように、コミュニティ・チャージとして具体化された地方

税制のもとでは、自治体支出の増大は必然的に住民負担の増大となって跳ね

返ってこざるをえない。したがって、支出の拡大方針をとる自治体は、税負担

の増大を嫌う有権者住民から拒否されることになる。これが、サッチャーのめ

ざした「責任ある地方自治」の姿であり、新自由主義型の地方自治のあり方の

一つの典型的モデルを示したものであった。

　ただし、ここでも、サッチャーの思惑は必ずしもそのまま実現することはな

かった。コミュニティ・チャージは、その税額が当初予想されたよりもはるか

に重いものとなることが判明し、導入前から国民の激しい反発を買うことに

なった。結局、コミュニティ・チャージをめぐる不人気が一因となってサッ

チャーの政権内部での求心力は低下し、最終的には退陣を余儀なくされること

になったのである。

　そして、その後を引き継いだメージャー政権では、早々にコミュニティ・

チャージの再検討が着手され、新たにカウンシル税が導入されることになった。

カウンシル税の仕組みはかなり複雑であるため、ここでは詳細な説明は省略す

るが、ごく簡単に言えば、居住する住宅価格と世帯内の成人数によって税額が

決まる税であり、コミュニティ・チャージと比べると逆進性が緩和される内容

になっていた（北村	1998）。ただ、カウンシル税の導入によって多少修正が加

えられたものの、地域的な自己負担関係にもとづく新自由主義的な地方財政の

構造自体は、その後も継続されている 9。

9	自治体の独自財源であるカウンシル税は地方財政のうちの 4 分の 1 を占めるに過ぎな
いため、「ギアリング効果（gearing	effect）」と呼ばれるように、地方支出が 1％増大す
るとカウンシル税は 4％上昇することになる。
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（２）自治体行政のガバナンス化―「条件整備型自治体」への転換

　以上、地方財政の改革について見てきたが、地方財政の抑制という課題は、

財政構造の改革だけでなく、自治体行政の効率化・スリム化にも結びついてい

くことになる。つまり、一方において自治体内部に競争原理を導入して行政の

効率化がはかられると同時に、他方で民間化・外部化を進めることによって自

治体が担う行政自体を縮小することがめざされることになった。

　こうした改革の最たる例が、サッチャー政権下で導入された強制競争入札制

度（Compulsory	Competitive	Tendering）である。この制度は、従来自治体

が行なってきたさまざまな業務について競争入札を実施することを義務づける

ものであり、これにより、自治体は他の民間業者とともに入札に参加して業務

を落札しなければならなくなった。民間業者が落札した場合には自治体の担当

部局は廃止されることになる。こうして自治体にたいして競争の圧力をかける

ことで、行政の効率化と民間化が推し進められたのである。強制競争入札制度

は、まずサッチャー政権下で建物の維持管理や道路補修、ゴミ収集、道路清掃、

学校や福祉施設の給食などの比較的単純な現業部門を対象に導入されていき、

さらにメージャー政権下ではより専門性と技術性の高い業務にまで拡大されて

いった。

　以上のような改革は、サッチャー政権の重要閣僚の一人であった N・リドレー

の言葉を借りれば、「条件整備型自治体（enabling	authority）」への転換をめ

ざした改革であった（Ridley	1988	;	君村	1999）。ここで言う条件整備型自治体

とは、公共サービスの提供に直接自治体が責任をもつのではなく、サービス提

供をできるだけ民間主体に委ね、自治体はそのための条件整備にのみ責任をも

てばよいという考え方である。こうした考え方にもとづいて、地方行政を自治

体だけでなく、民間企業やボランタリー団体などが協働して担うローカル・ガ

バナンスへの転換が推し進められたのである。

　こうした自治体行政のガバナンス化は、サッチャー政権後のメージャー政権
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はもちろんのこと、ブレア・ブラウンのニューレイバー政権にも基本的には引

き継がれている（長内	2009）。ただ、公共サービスの改革に市場原理を活用し

ようとしたサッチャー政権と比べると、ブレア政権の改革手法はより統制的で

ある。それは、たとえば、ブレア政権が強制競争入札を廃止して、「ベスト・

バリュー」制度を導入したことにあらわれている（内貫	2009）。ベスト・バリュー

制度では、自治体は公共サービスの改善に向けて政府が設定する業績指標にし

たがって数値目標を達成することが求められる。その目標に照らして外部評価

が行なわれ、その結果、成績が悪いと判断された場合には国務大臣が介入する

こともありうるとされた。さらに、ベスト・バリュー制度を発展させた包括的

業績評価制度では、各自治体は成績に応じて五段階の評価を与えられることに

なり、自治体間の比較と競争が促進されることになった。また、ブレア政権下

では、さまざまな地域的パートナーシップが「地域戦略パートナーシップ（Local	

Strategic	Partnership）」へと統合され、自治体が民間主体と協働して地域経

済再生や公共サービスの改善に向けて取り組む仕組みがつくられたが、こうし

た仕組みにおいても、業績指標や数値目標の設定を活用した統制的介入が行な

われている。

　したがって、ブレア政権にたいしては、中央・地方関係をきわめて集権的

で統制的な関係に変質させたという評価がなされることも少なくない（Lodge	

and	Muir	2011）。ただし、ここで強調しておきたいことは、そうした自治体へ

の統制の強化は、サッチャー政権以来進められてきた新自由主義的な地方改革

の大きな方向性と矛盾するものではないということである。なぜなら、自治体

にたいする業績指標や数値目標の設定において重視されるのは、公共サービス

の提供における効率性や経済性の実現であり、その実現のために自治体行政に

は民間的経営手法の導入が求められることになるからである。
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（３）新自由主義による地域の衰退と自治体の役割

自治体社会主義の衰退

　以上に見てきたように、サッチャー改革以降、自治体行政はガバナンス化や

パートナーシップ化と呼ばれる方向へと変化してきた。当初こうした改革で重

視されたのは、地方財政の抑制のための行政の効率化・スリム化であったが、

新自由主義改革の進行とともに、地域再生という課題が浮上し、それとの関係

でもガバナンス化やパートナーシップ化が重視されるようになっている。最後

にこの問題を検討しておこう。

　サッチャー政権以降進められてきた新自由主義改革は、貧困、失業、格差の

拡大といった激しい社会的矛盾を引き起こしてきた。新自由主義改革のなか

で、完全雇用政策は放棄され、労働組合が弱体化したことで雇用の安定性が崩

れ、また社会保障の所得再分配機能が著しく低下することになったからである。

さらに、サッチャー政権期以降のイギリスでは地域間の格差も深刻化した。ロ

ンドンを中心とするイングランド南部がシティを中心とする金融部門の成長の

恩恵を受ける一方で、イングランド北部やウェールズ、スコットランドでは産

業空洞化の打撃を受けて地域経済の衰退が生じたのである。地域間の経済格差

の是正を目的とする地域政策がサッチャー政権のもとで大幅に縮小されたこと

も、こうした地域間格差の拡大を増幅させることになった（辻	2001）。新自由

主義改革のもとでは、階層間格差の拡大と地域間格差の拡大が重合して表面化

することになったのである。

　こうした地域の経済格差の拡大と衰退のなかで、地域経済を再生させ雇用を

確保するという課題に多くの自治体が取り組むことを余儀なくされた。戦後福

祉国家のもとでは、中央政府によって完全雇用政策と地域間格差の是正のため

の地域政策が行なわれていたために、自治体が独自にそうした課題に取り組む

必要性はそれほどなかったのであるが、サッチャー政権下で完全雇用が放棄さ

れ地域政策も大幅に縮小されたことで、自治体が新たな役割を担わざるをえな
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くなったのである。先述したように、特に自治体社会主義を掲げた労働党自治

体は、こうした課題に積極的に対応し地域経済戦略を作成し自治体独自の産業

政策を追求した。

　しかしながら、新自由主義政権下でのこうした地域経済再生の試みには大き

な限界があったと言わなければならない。シェフィールドやマンチェスターな

どの労働党自治体では、当初公共部門主導で雇用を確保し地域経済を再生する

方針がとられたが、中央政府による地方財政の抑制策がとられるなかでは、自

治体が自由に使える財政的資源は大きく制約されることになり、次第に民間資

本に依拠した経済再生方針へと転換していかざるをえなかった。そして、それ

にともなって、当初自治体社会主義が掲げた社会的有用性にもとづく地域経済

の再生という理念は後景に退き、民間資本をひきつけるための大型開発プロ

ジェクトに偏重した経済戦略が中心にすえられるようになり、企業主義的都市

経営が採用されるようになっていった（Seyd	1990	;	Quilley	2000）。自治体社会

主義では、労働党自治体間の連帯を重視する観点から地域間経済競争の論理を

拒否することがうたわれていたが、民間資本投資や政府の競争的資金の獲得を

めぐって地域間競争に巻き込まれていくことになった。いずれにしても、新自

由主義改革によって福祉国家型の地方自治の構造が再編されるなかで、自治体

社会主義は存立の基盤を失うことになったのである。

地域再生政策の展開

　他方、衰退した地域経済の再生という課題は、メージャー政権以降、新自由

主義改革を推し進める側にとっても重要な課題となって浮上することになっ

た。地域経済の衰退は、新自由主義改革それ自体がもたらした矛盾の一つであ

るが、新自由主義改革の継続的な進行のためには、そうした矛盾にたいしても

一定の対応策がとられる必要があるからである。

　地域再生のための政策は、メージャー政権期にも、都市の衰退地域を対象に
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競争的な補助金を支給する「シティ・チャレンジ」などのかたちで開始されて

いたが、それが本格的に展開されるようになったのは、1997 年に誕生したブ

レア政権のもとでのことである。ブレア政権では、サッチャー改革以来深刻化

してきた貧困や失業、犯罪といった社会的排除にたいする対策の必要性が強調

され、その一環として「近隣地域再生（Neighbourhood	Renewal）」をスロー

ガンにして地域再生のための諸政策が打ち出されることになったのである。

たとえば、新たに政権内に設置された「社会的排除対策室（Social	Exclusion	

Unit）」が作成した「近隣地域再生のための国家戦略」では、深刻な衰退地

域の地域コミュニティの復興と地域間格差の解消に向けて、失業と犯罪の減

少や、教育や住宅、保健の改善に取り組んでいくことがうたわれた（Social	

Exclusion	Unit	1998	;	Watt	and	Jacobs	2000）。

　そのなかでも、特にブレア政権が目玉政策として力を入れて推し進めたのが

「コミュニティのためのニューディール（New	Deal	 for	Communities）」プロ

グラムである。このプログラムは、地域から応募された近隣地域再生プロジェ

クトにたいして相当額の補助金を提供するというものであったが、そこでは、

「コミュニティの主導性」が強調され、自治体だけでなく地域の多様な主体が

プロジェクトに参画することが必須条件とされた。つまり、ここでもローカル・

ガバナンスモデルにもとづく地域再生が追求されたわけであるが、その最大の

狙いは、自治体だけでなく地域コミュニティ全体を近隣地域再生に向けて巻き

込み動員することにあった（Imrie	and	Raco	2003）。

　人びとにたいして権利を与えるだけでなく、その見返りとして義務と責任の

履行を求めなければならないというのが、ブレアの掲げた「第三の道」の理念

の一つであるが、地域再生政策においてもこうした理念が適用されている。す

なわち、慢性的失業や犯罪の増加、住宅環境の劣悪化などの問題を抱える地域

にたいして資金的支援が約束される一方で、地域コミュニティ自身がそうした

問題の改善にたいして責任を負うべきことが強調されたのである。具体的には、

165イギリスにおける福祉国家型地方自治の発展とその新自由主義的再編（二宮　元）



自治体に加えて民間企業やボランタリー組織が前述の地域戦略パートナーシッ

プを形成し、それが地域再生資金の受け皿になるとされた。ただし、言うまで

もなくそのなかで中心的役割を担うのは自治体である。自治体は、こうした仕

組みを通じて、地域の諸力を動員して新自由主義が地域にもたらす諸矛盾に対

処し、地域の統合を再建するという新たな課題を担わされることになったので

ある（Fuller	and	Geddes	2008）。

　しかし、ブレア政権の社会的排除対策全般に言えることであるが、こうし

た地域再生の試みは大きな問題点と限界を抱えていたといわなければならな

い。なぜなら、地域の衰退という問題は、福祉国家の新自由主義的再編という

大きな構造的背景に規定されて生じている問題であり、したがって個別の自治

体や地域コミュニティがそれを解決することには限界がともなわざるをえない

からである（Hall	2003	;	Ellison	and	Ellison	2006）。もちろん、「コミュニティ

のためのニューディール」プログラムを活用することで、地域の政策形成への

住民参加が促進されコミュニティの活性化が進んだ例もあるが（Wainwright	

2003）、とはいえ地域の衰退や社会的排除にたいして顕著な改善が見られたと

は言えない。本来であれば、地域再生のための政策は、社会的・地域的格差を

是正するための福祉国家的な再分配政策の枠組みのなかで行なわれなければな

らないが、ブレア政権のもとでは、そうした方向性は当初から否定されていた

のである。

　さらにつけ加えておけば、地域再生に向けたコミュニティの主導性と自主性

が強調される一方で、ここでも中央政府が指標や目標設定を通じて地域再生の

方向性を決定する権限を保持していたことにも注目しておかなければならな

い。こうした中央政府による方向づけが、地域ごとの取り組みの柔軟性を阻害

するだけでなく、新自由主義に親和的な地域再生を地域に押しつけることにも

なっていると指摘されている（Fuller	and	Geddes	2008）。
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おわりに

　新しい福祉国家のもとでの地方自治を展望するうえで、イギリス地方自治の

歴史から学ぶべきことは何か。最後にこの点について簡単に述べて、本論文の

まとめとしたい。

　まず強調されなければならないのは、地方自治の発展にとっては、福祉国家

によるナショナル・ミニマム保障の充実が必要不可欠であるということである。

ただし、ここで言うナショナル・ミニマム保障は、多面的で豊かな内容をもっ

たものとしてとらえられる必要がある。戦後のイギリス福祉国家のもとでは、

所得保障にたいする中央政府の責任が明確化されただけでなく、自治体間の財

政調整を強化する方向で国庫補助金制度が拡充され、完全雇用政策の一環とし

て地域間の不均等発展を是正するための地域政策が展開された。戦後の地方自

治の発展は、こうした枠組みに支えられたものであったことは確認しておかな

ければならない。こうしたナショナル・ミニマム保障の枠組みが新自由主義改

革によって壊され、地域の衰退と格差の拡大という矛盾が生じたことによって、

地方自治は大きな困難に直面することになったのである。したがって、地方自

治と対立するのは、福祉国家ではなく新自由主義であるという点を明確にして

おくべきだろう。

　また、福祉国家の発展において、地方自治体が先導的な役割を果たしてきた

という点にも注目しておきたい。もちろん、福祉国家の多くの制度は、中央政

府によるナショナル・ミニマム保障として制度化されてきたものであるが、そ

れと同時に、一面においては自治体レベルにおける先進的行政の展開がナショ

ナル・ミニマム保障の拡充に寄与してきたことも見ておくべきである。これは、

19 世紀末の都市社会主義のさまざまな施策が、全国的な公共行政の向上をも

たらしたことからも見てとれるだろう。新しい福祉国家のもとでの地方自治の

役割も、ナショナル・ミニマム保障を土台として、先進的行政を展開しながら、
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ナショナル・ミニマム自体の拡充をはかっていくという点に求められるのでは

ないかと思われる。
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