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１．はじめに
国は地方自治体やその他の主体（民間団体等）に対して、各種補助金をさまざまな形で拠
出している。それらのうち、使途があらかじめ国により定められ、受け取る側の裁量の制限
されている補助金がある。日本においては国庫支出金がそれに該当するが、オーストラリア
では連邦から州へ、もしくは連邦から地方政府へというように上位政府から下位政府に対し
て使途を特定した補助金は特定目的支出Specific Purpose Paymentsとこれまで呼称されて
きた1。この特定目的補助金は連邦交付金委員会が査定する一般交付金の相対値を算出する
際にも考慮されており、この国の財政調整制度を検討する上で重要な位置付けにある。また、
この補助金はここ20年間では連邦から州に対して拠出される補助金の総額のうち40％を超え
る水準で推移しており、州財政に大きな影響を与えている。この水準は連邦が州に対する影
響力という点において歴史的にみた場合にも高いレベルにある。
特定目的補助金は特定の活動に対して政策上の目的を遂行するための補助金であり、オー
ストラリア連邦憲法第96条を根拠として拠出される。その内容は健康、教育といった社会的
サービスの他に、治安や社会福祉、道路、輸送、水資源等のインフラサービスと住宅、都市
開発、地域開発、災害支援等のサービス等から構成されており、州および地方自治体の事務
に対して支払われている。オーストラリアにおいてはこれまで、90項目を超える特定目的補
助金が存在し、これらの補助金は議会が適当と考えるような期間と条件でいかなる州にも拠
出することが可能であった。しかし、この補助金を合理化させる方針が2008年３月のオース
トラリア政府間評議会（Council of Australian Governments、以下COAGとする）の会議で
提案された。そして、同年12月のCOAGの会議ではこの補助金を５項目にすることが決定2
され、2009年７月より新しい方法で実施されている。その背景には、これまでこの補助金の
州間の配分は連邦・州閣僚協議会や連邦の所管省庁を通して決定されており、州間に配分す
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るにあたっての基準も様々であったことが挙げられる。またそればかりではなく、連邦の政
策上の優先順位を反映しており、必ずしも州の経済状況またはニーズに合致した形で拠出さ
れるわけではなかった。その結果、さまざまな非効率を生みだしているとの認識のもと、
COAGが中心となり大きな改革に踏み切ったのである。
このように近年オーストラリアでは、特定目的補助金をめぐる改革は新しい政府間財政関
係を論じる上で重要な課題として位置付けられている3。この補助金を歴史的に遡った場合、
その重要性が増してきたのは1942年に所得税の課税権が連邦に独占されることになった時期
からであり、第二次世界大戦後より州に対するこの補助金の拠出も急速に増加した。
これまでのオーストラリアの特定目的補助金に関する先行研究では大浦［1987］が代表的
であり、1923年より開始された道路補助金を出発点として、1980年代半ばまでの当該補助金
に関する包括的な考察をしている。また、西森［2003］
、橋都［2005］
、花井［2006］もこの
補助金に触れているが、考察の主な対象は一般交付金としてのGST交付金である。そのため、
歴史にまで遡って特定目的補助金を考察しているのは筆者が知る限り、大浦［1987］のみで
ある。ただし大浦［1987］では前述の通り1980年代までの考察であり、最近の動向について
は日本においては整理されていないのが現状である。
そこで本稿ではオーストラリアの政府間財政関係が現代的形態を備える過程における特定
目的補助金改革の位置付けと、その改革の背景および意義を明らかにすることを目的とする。
本稿の構成は以下のとおりである。第２節においてまず特定目的補助金の一般的な特徴を
整理する。そしてその後具体的にオーストラリアにおける特定目的補助金の歴史的変遷につ
いて言及する。オーストラリアにおいてこの補助金が特に注目されてきたのは第二次世界大
戦以降であり、それ以前は道路補助金と公債補助金等に限られていた。しかし、第二次世界
大戦以降所得税に関する課税権が連邦に移管したのを契機に、にわかにその存在が注目され
てくることになる。特に1950年代から1970年代は経済環境の変化に伴い、連邦から州に対す
る特定目的補助金の種類、支出額にも大きな変動がみられる。さらに1970年代以降も、途中
この補助金が削減されることもあったが、全体としては増加している傾向にある。時代背景
や担当政権によって特定目的補助金の額が変動するのは、政策手段の一形態と捉えられてい
たことを示しているといえよう。
次に第３節では特定目的補助金の具体的事例を取り上げる。この補助金で特に重要と考え
られるのは医療・保健補助金と教育補助金である。医療・保健補助金は1949-50年に始めら
れ、教育補助金は第二次大戦後になって開始された。表１に示すとおり、今日この２つの補
助金は全特定目的補助金支出の７割以上を占め、最も重要な位置付けにある。そして最後の
節で本稿のまとめについて述べる。
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表１

2009年度〜2011年度の特定目的補助金支出

（単位：百万豪ドル、％）

2009-10

構成比

2010-11

構成比

2011-12

構成比

医療・保健

12,406

23%

14,307

31%

28,770

51%

教育

21,966

41%

18,502

41%

15,265

27%

地域サービス

2,502

5%

2,759

6%

1,957

3%

住宅

7,045

13%

3,158

7%

2,014

4%

インフラ整備

5,920

11%

3,888

9%

5,179

9%

環境

489

1%

281

1%

176

0%

その他

993

2%

1,014

2%

524

1%

1,980

4%

1,535

3%

2,142

4%

53,301

100%

45,444

100%

56,027

100%

地方政府
特定目的補助金合計

資料：Commonwealth of Australia, Budjet Paper No. 3（Australia’s Federal Relations 2010-11）
, p25をも
とに筆者作成。
筆者注：補助金項目が端数処理してあるため、
「特定目的補助金合計」とは必ずしも一致しない。
また、下線は筆者。

２．特定目的補助金の歴史的変遷と近年の動向
2.1

特定目的補助金の特徴

この節ではオーストラリアの特定目的補助金の歴史的変遷をトレースするが、その前にこ
の項では簡単に特定目的補助金の一般的な特徴を整理しておくことにする。
中央・地方政府間における財政移転の一形態としての特定目的補助金を是とするか否かに
ついてはさまざまな議論があり、統一的な意見があるわけではない。特定目的補助金に関し
ては、①地方公共サービスのスピルオーバーの観点からもしくは、②ナショナル・ミニマム
に該当するような特定の公共サービスを提供することの必要性から一定の存在意義が認めら
れている。
①については、自治体が提供する地方公共サービスにはその便益の波及する効果がそのサ
ービスを提供している自治体の域内を超えて、他の自治体にまで影響を及ぼすものがある。
そのような地方公共サービスの場合、自治体の住民が自らの享受する受益に対応した分のコ
ストしか負担しなければ、社会的に望ましい供給量が達成されず、供給量は社会的に過小と
なる。その結果、適正な資源配分が達成されない。これを避けるために、連邦が州・地方自
治体に対して特定目的補助金を拠出することで、州や地方自治体間の外部効果を内部化する
ことが求められる。この例として、州間の高速道路等がある。
また、②については、地方公共サービスの中には医療や教育などの分野を中心に、特定の
公共サービスについて、いわゆるナショナル・ミニマムの水準を確保するために、上位政府
が最低限の財源を保障する必要のある財・サービスも存在することが指摘できる。このよう
な場合、連邦と州の間で費用分担（cost-sharing）の形がとられることもある。例えば州の
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公立病院のランニングコストを支援する性質の補助金のように、連邦が判断した必要額を財
政移転する場合が当てはまる。
このように特定目的補助金の存在意義を確認することができるが、その欠点に関しても指
摘されている4。
①

州における財政上の柔軟性の問題
特定目的補助金は連邦主導で政策に優先順位が決められているため、州の住民のニー
ズに応じて資金を柔軟に配分することはできない。さらに、州は連邦の計画を実行し
なければならないが、州独自に割り当てられた任務も同時に実行しなければならない。

②

州の政策上の優先順位の歪みの問題
特定目的補助金の対象となるサービスを州が提供しようとした場合、連邦のメカニズ
ムがアウトプット・ベースのモニタリングというより、むしろインプット・ベース、
すなわち使途の制限に重点を置いている。このことは州の優先順位を歪め、効率性を
損なうことになる。

③

州に対する財政上のリスク
特別目的補助金の対象となる公共サービスの提供やプロジェクトのコストは、必ずし
も当初の方針通りとはならず、増加する可能性がある。連邦は州に対して

そのよう

なコスト増加に伴う財政上のリスクを負わせる可能性がある。
④

計画の継続性の問題
連邦が特別目的補助金の対象とするプロジェクトを中止し資金提供を打ち切った場合
にも、州においてはすぐさまそれに対応して、プロジェクトを中止することは不可能
なことがある。

⑤

地方政府の自立性の問題
地方政府の中央政府への財政的依存を高めることは、地方政府の財政的責任とアカウ
ンタビリティ確立することとは対極である。

このように、特定目的補助金は存在意義が認められている一方で、問題点も指摘されてい
る。しかし、特定目的補助金が持つ問題点はそもそもその補助金がもつ性質に起因して引き
起こされているのか、特定目的補助金の制度設計もしくは運営上の問題にあるのかであると
いう点については明らかではない。
2.2

連邦成立から第二次世界大戦までの特別目的補助金

オーストラリアは1901年に６つの旧英国植民州を統合して連邦が結成された。連邦結成に
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おいて問題となったのは政府間の事務の配分および税源の配分であった。税源の配分におい
て特徴的であったのは、州の関税・内国消費税の廃止である。連邦結成に伴いこれまでの州
際関税は必然的に廃止され、対外的な統一関税が導入されることになるが、それは州の歳入
の主要な財源を失うと同時に州の主要な財源が連邦に帰属することを意味していた。すなわ
ち、現在連邦は第90条により関税および内国消費税に関する立法権限を保有しているが（第
90条第１項）
、1901年に連邦憲法が制定される以前においては関税および内国消費税は、州
がその立法権限を保有していたのである。関税および内国消費税は州の全租税収入の75％以
上を占めており5、州予算の主要な部分を構成していた。州にとって重要な財源であった関
税および内国消費税の統一化については連邦憲法第88条により、連邦成立後２年以内に行う
ことが義務づけられ6、さらに連邦憲法は第92条において、州間の通商はいかなる輸送形態
をとろうとも「完全に自由である」と規定して、州間で関税を課すことが禁じられた。これ
によりこれらの税目に対する課税権が連邦に帰属することが明らかになったが、連邦にとっ
ては関税および内国消費税による租税収入は当時の連邦の機能と比較しても大きすぎる程で
あった。
このように連邦結成に伴い、連邦と州の間で事務配分と税源配分のアンバランスが生じる
ことになる。このアンバランスを解決するため連邦憲法第87条7は連邦成立から10年間、お
よびその後議会が別に定めるまでの間、関税および内国消費税より連邦が取得する純収入の
うち、４分の１を超えない額を毎年連邦固有の歳入とし、残りの４分の３を州に分配するこ
とを規定した。また統一関税が実現した後５年間は連邦歳入の余剰分の全てを州に公正と思
う方法で毎月配分するために、連邦憲法第94条では連邦議会に公的な権限を与えることを定
めており、この条文によって州に財政的な安定性を確保することを保証した。
これらの連邦・州間における財政関係を規定する条文で最も重要なのは連邦憲法第96条で
ある。これは「連邦成立から10年間およびその後、
（連邦）議会が他に定めるまで、
（連邦）
議会は妥当と思われる額を、妥当と思われる条件に基づき、いかなる州に対しても財政上の
援助を与えることができる」と定めている8。連邦憲法にこのような文言を挿入したのは、
州が財政援助を必要とした場合に、貧しい州を助ける手段としてこの条文を活用するだけで
なく、連邦結成当初における財政的な安定性を州に提供するという意味があった。この第96
条はそれ以降連邦から州に対して財政支援を行う場合の根拠となる条文として位置付けられ
ていくことになる。
ここまでは連邦の州に対する財政支援の憲法上の整理であるが、次からは具体的に、特定
目的補助金の歴史的変遷に言及する。第二次世界大戦後まではオーストラリアでは特定目的
補助金が注目とされることはなかったが、特定目的補助金について最初に連邦の動きがあっ
たのは1923年である。この年連邦が州に対して拠出した特定目的補助金は道路整備に関する
補助金であった。これは第一次世界大戦後連邦が国内の道路整備の重要性を認識したことが
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背景にある。この時期の道路補助金は1923年に「道路開発法」Road Development Act 1923
によって100万ドルを州に対して提供するにすぎず、州にはその補助金の５分の３を各州の
人口割で、さらに５分の２は面積割で配分されていた。またこの道路補助金に加えて、連邦
議会は1928年の「財政協定法」Financial Agreement Act 1928で1927年の財政協定を承認
し、州債の利息の支払および減債基金への繰り入れに特定して交付する固定額の特定目的補
助金を新設した。第二次世界大戦前における主な特別目的補助金は道路補助金と州債の利息
等に対して交付する公債費補助であった。
2.3

第二次世界大戦以後から1970年代までの特別目的補助金

第二次世界大戦後所得税の課税権を連邦が独占することになってから、徐々に特定目的補
助金の役割が注目されてくることになる。この連邦に有利な形で拡張された所得税の課税権
を背景として、連邦は特定目的補助金によって州への介入を徐々に可能にしていった。
1950年代から1960年代は、オーストラリアでは先例のない経済成長、完全雇用と低いイン
フレーションであった。この時期は州の財政需要を満たすための財源不足を起債額と特別貸
付9を用いて充当するという方法と、一般補助金10による方法を併用して財政調整を行ってい
た。つまり、1950年代からオーストラリアにおける垂直財政不均衡の問題は３種類の補助
金、すなわち、一般交付金である財政援助交付金（財政援助交付金以前においては租税還付
交付金と呼ばれていた）と特別交付金および特定目的補助金によって、さらにこれに加えて
公債制限によって対処されていたのである。具体的な補助金の内容としては前述したように
1940年代までの特定目的補助金は主に道路補助金および公債に関する補助金であったが、
1950年代に入り教育補助金、保健・医療に関する補助金、水資源補助金等が導入されること
になった。
補助金の種類の増加からもわかるとおり、連邦が使途を限定する補助金の対象とする州行
政の範囲は1950年代以降拡大しつつあった。このような特定目的補助金の範囲の拡大の背景
には連邦と州間の財源配分の非弾力性を修正する目的があったと言われている11。すなわち、
連邦の豊富な財源を背景にした各州への配分に関しては、交付金の場合には連邦交付金委員
会が存在するものの、最終的な総額および配分は首相会議において政治的に決定され、また
起債については公債協議会を通じて起債枠とその配分が協議によって決定されていた。その
ため交付金の配分および起債は首相会議と公債協議会という表裏一体の組織を通じて政治的
な動向も配慮しながら実施されており、州の財政需要を反映し、弾力的に配分方法を変える
までには至らなかったのである。
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2.4

ウィットラム政権下における特別目的補助金

1960年代までのオーストラリア経済の状況は1970年代に入ると大きくその様相が変わって
くる。そのため、以下では経済的側面を考慮に入れながら、特定目的補金の扱いについて言
及していくことにする。
1970 年代は石油ショック、イギリスのEU 加盟による交易条件の悪化等の外的要因も引
き金となり、高インフレ、高失業率に見舞われ、オーストラリア経済は停滞した。1982 年
には成長率はマイナス0.4％、消費者物価上昇率は11.2％、失業率は7.0％に達し、経済的な
危機感が強まった12。
図１

州に対する全補助金のうち特定目的補助金の割合

資料：Western Australia Department of Treasury and Finance, Discussion Paper on
Commonwealth-State Relations, April 2006, p. 25。

このような経済状態を背景に、23年ぶりに労働党が政権を担当することになった。労働党
政権下においては図１より明らかな通り、1972年から1975年のウィットラム政権下で特定目
的補助金が急増している。ウィットラム政権は短期間で終結することになるが、その後のオ
ーストラリアの連邦・州間の関係に大きな影響を及ぼしたと考えられる。具体的には1972−
73年度で、９億3150万ドルを特定目的補助金として連邦が州に拠出しているが、それは州の
総支出の25.8％を占めていた。さらに1975−76年度においてはこの補助金の拠出の規模は41
億5000万ドルにまで拡大し、総支出の48.5％にまでおよぶ結果となった13。これは、特定目
的補助金を州機能への介入の主要手段として利用する形で、連邦が財政問題への取り組みの
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一手段として位置付けたことを意味している。つまり第二次世界大戦後も慢性的に生じてい
た連邦と州間の垂直的財政不均衡を、連邦から州へ課税権を移譲することではなく、支出に
対する責任を州から連邦へ移すことによって解決しようと試みたのである。
ウィットラム政権下における政府の方針として、連邦、州、地方政府という３層で構成さ
れている連邦国家を効果的に運用していく鍵は支配（domination）でなく協議（consultation）
であり、集権ではなく協調であるとし、これまでの集権化の方向性を否定した14。しかしそ
のような声明が政府間関係の方向性として示されたにも関わらず、連邦は特定目的補助金等
で州の政策に介入し続け、また、州が管轄する地方政府にはそれまで憲法により認められて
いなかった連邦からの直接的な交付金を州経由で支出し始めたのである15。ウィットラム政
権のアプローチの主要な柱は以下の通りにまとめることができる16。
① 憲法上州の責任である教育、健康、住宅、都市問題、輸送、資源、アボリジニの問題、
環境や他の分野で連邦の政策を介入させるために特定目的補助金を運用する。
② 連邦交付金委員会の勧告を受けて交付する一般交付金システムを新しくすることを含
めて、連邦による財政支援を地方政府に対してより広範囲にかつより強力に支援する。
また、憲法会議the Constitutional Conventionへの地方政府の参加と地方政府の代表者
を公債協議会の一員とする17。
③ 都市計画、社会資本開発、地域改善、成長基盤等の公共サービス提供に充当される一
般補助金の運用に責任をもった地方政府システムの確立18。
このようにウィットラム政権の特徴は特定目的補助金の増加と地方政府の財政問題に対処
する政策を打ち出した点にある。また州の水平財政不均衡を是正するために、これまで一般
交付金の配分に対して勧告を行ってきた「連邦交付金委員会」Commonwealth Grants
Commissionの名称を「交付金委員会」Grants Commissionと変更した。これにより憲法上
不可能であった地方政府への直接的な交付金の拠出は州を経由せずに支出することが可能と
なった。
この時期特に増加した特別目的補助金として教育と医療・保健補助金がある。まず教育に
関しては1974年に連邦が高等教育に対する財政上の責任を州から引き継いだ。それにより大
学・専門学校の授業料が無料化され、1972年度から1975年度までに、教育目的のための支出
は３倍以上になり、GDP比で1.0％から2.5％へ増加した19。
医療・保健に関してウィットラム政権で最も重要な動きは、普遍的な社会保障制度の導入
である。それまでの社会保障制度は限定的で、選別的な制度であったが、この政権下におい
て オ ー ス ト ラ リ ア で 最 初 の 強 制 加 入 に よ る 公 的 医 療 保 障 制 度、 通 称 メ デ ィ バ ン ク
（Medibank）が導入されたのである。これにより医療・保健に関する連邦の支出は1972年度
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から1975年度においてGDP比で1.7％から3.9％に増加した20。
このようにウィットラム政権の下で一般補助金と特定目的補助金が拡大した結果、州と地
方政府の実際の財政状態はかなり緩和された。その一方で福祉関連の給付水準の引き上げや
州が管轄する地方政府に対する特別目的補助金の新設、増額という政策を打ち出した結果、
連邦の財政赤字は極端に拡大していったのである21。
2.5

フレーザー政権下の特別目的補助金

ウィットラム政権の政策が特定目的補助金を増加させていたのに対し、1976年７月から
1982年３月までの期間連邦首相を務めたオーストラリア自由・地方党のフレーザー政権では
これに対抗する形で「新連邦主義政策22（New Federalism Policy）
」を掲げた。フレーザー
政権によるこの政策は小さな政府とウィットラム政権下で生じた財政赤字の縮小を目標とし
ており、その特徴は以下にまとめることができる。
① 連邦からの特定目的補助金の削減。
② 連邦は地方政府へ介入せず、州が地方政府を管理する。
③ 連邦の個人所得税の一定割合を州に配分（Tax Sharing Scheme）する。
④ 州に個人所得税について付加税を課す権利を与える23。
フレーザー政権下では特定目的補助金の多くは廃止されるか、もしくは縮小されることに
なった。特に都市計画、社会福祉、住宅、都市公共輸送補助金は削減された。しかし、その
一方で1970年代から続く連邦の教育政策は一段と拡充されたため、教育補助金は引き続き維
持され、削減されることはなかった。このようにウィットラム政権よりも州の予算執行にあ
たっての柔軟性を重視し、分権化を意識したフレーザー政権による政策ではあったが、州の
財政は悪化した。
また、この期間における特定目的補助金の特徴的な動きとしては医療・保健関連の補助金
を挙げることができる。それは1976年より「健康保険法」の下で執行されてきた連邦と南オ
ーストラリア州とタスマニア州以外の各州との間の病院費用の分担に関する協定が1981年６
月30日に満了すると発表されたことである。この州の病院運営に対するコストを連邦が一部
補助する協定を廃止したことにより、その代わりとして導入されたのが租税分与制度に関連
した医療交付金である。すなわち、これまで特定目的補助金としての位置付けのあった医療
保健補助金に対して、連邦はニュー・サウス・ウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズラ
ンド州、西オーストラリア州とノーザンテリトリーの医療保健プログラムの費用に対する援
助として一般補助金を拠出することになったのである。それは租税分与制度という一般補助
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金に医療保健補助金が完全に吸収されることを意味していた。
これらの州に対して南オーストラリア州とタスマニア州に対する病院運営のコスト分担に
関する協定は1985年６月30日まで期限切れになってはいなかったが、これらの２つの州に対
する特定目的補助金としての医療保健補助金も一般補助金に吸収され、州にとっては財政上
の裁量は拡大した24。
この時期はオーストラリア経済の停滞と同時に、肥大化した公共部門の縮小が認識されて
きつつあった。そのため、1980年代前半の経済改革としては市場化、民営化が指向されたの
である。
2.6

ホーク、キーティング政権下の特別目的補助金

連邦から州に対する特定目的補助金が再び上昇に転じたのは、ホーク労働党政権（1983
年-1991年）と、それと同様の路線を引き継ぐキーティング労働党政権（1991-1996年）の時
期である。この時期における特定目的補助金の支出額のGDPに占める割合は1982-83年度に
は3.3％であったが、1991-92年度には3.8％、1992-93年度には4.2％25、1993-94年度には3.9％
にまで徐々に増加した26。この背景には特に社会保障の分野での目覚ましい発展があった。
特別目的補助金の増加に貢献したのは社会保障の分野に関する補助金であり、その他の教育
等の補助金はむしろ減少した。例えば、教育関連の特定目的補助金は1983年にはオーストラ
リアにおける高等教育の対象となる学生数がおよそ35万人であったのに対し、1994年には60
万人以上に増加したにも関わらず、1982-83年度の高等教育補助金が対GDP比においては0.95
％であったのに対し、1993-94年度には0.74％となっており、逆に減少している。また、道
路補助金は同時期のGDP比で0.5％から0.44％へ減少している27。それに対して社会福祉的な
住宅政策に関連する補助金についはGDP比で0.2％から0.24％に増加している28。この背景に
は、この政権が前政権時代に積み上げられた財政赤字を解消することを最優先とした経済、
財政政策を実行するとともに、国内のマクロ経済改革を実行したことにある。この政権下で
は社会保障関連の補助金が増加しているが、それは1984年のメディケア（Medicare）制度
が本格的に導入されたことが原因である。
1990年代初めの深刻な不況の中で1990年７月にホーク首相は特別州首相会議（Special
Premiers Conference）の意向を受けて、連邦・州および地方政府間の財政関係も含めた広
範囲な政府間関係をチェックする機能の必要性を明言した。この趣旨は、それぞれの政府間
が協力し、現在配分されている機能を変えることが連邦全体の効率性と国際競争力を高め、
政府が提供するサービスの品質を改善すると考えたからである。当初ホーク首相の声明にお
いて、財政上の政府間関係の留意点は特定目的補助金の扱いのみであったが、州首相はそれ
に加えて連邦・州間の垂直財政不均衡の問題と州の租税力の問題を盛り込むことを要求し
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た。これらのレポートは、1991年11月21日の特別州首相会議で検討されることになっていた。
しかし、結局はこの報告が実現することはなかったが、1992年に新たに設置されたオースト
ラリア政府間協議会（Council of Australian Governments、以下COAGとする）において協
議は継続されていくことになる。このCOAGは連邦・州・地方政府間で全国的な重要政策課
題について協議を行うための機関であり、連邦首相、各州首相、地方政府の連合会長で構成
されている。
1982年度から1992年度までの一連の各政府の対応を財政連邦主義の見地からみれば、連邦
の圧倒的な財政力を背景とした経済政策立案の際の中央集権化の強化としてとらえることが
できる。ホーク、キーティング政権は緊縮財政をその目的としながらも、社会保障関連の補
助金は増加させる等、特別目的補助金の拠出自体は増加させている。そこにはオーストラリ
アが必ずしも小さな政府を目指してはおらず、むしろ公的部門をスリム化し、強化するとい
うオーストラリア財政の方向性をみることができる。
その後1993年の総選挙の時には、自由党はGST（Goods and Service Tax、以下GSTとす
る）の導入を掲げたことが一因となり敗北するが、1996年にはハワード自由党・国民党連立
政権が政権を担当することになる。ハワード政権は政府間の業務見直し、説明責任の所在を
明確にすると同時に、財政運営の透明性を高めることを目的とした。そのため競争入札制度、
民間委託、民間の経営手法の活用を通じて公的部門の効率化に関する政策を積極的に進めて
いった。歳出総額の削減には毎年一律に経常経費の総額を１％ずつ削減する「一律の経常経
29
」を導入している。この制度は特別目的補助金も削減の対
費削減制度（efficiency dividend）

象となっており、それに伴いこの補助金も徐々に縮小、削減することになった。さらにこの
補助金の支出の低下はGSTの導入による一般歳入補助の増加も影響していると考えられる30。
このことにより、これまで懸念であった財政収支も1998年度から黒字化することになる。
2.7

2000年以降の特定目的補助金

オーストラリアの行政上のフレームワークにおいては連邦から州への資金フローは必要不
可欠であるが、特に2000年以降の重要な動きとしてGST交付金の導入がある。GST交付金の
原資であるGSTは国民の同意を得るために慎重な意見調整を行い、生活必需品の非課税措置
等の低所得者層に配慮する措置を制度化しつつ、2000年に導入された。2000年以降の連邦か
ら州への資金提供としてはGST交付金と特定目的補助金の２種類が中心であった。
これまでの特定目的補助金は、補助金の交付対象によって州に交付するもの（
‘to’ the
States）と地方自治体に直接交付するもの（direct to local governments）
、州に交付するが
州の活動以外の団体や個人に対するもの（
‘through’ the States）の３種類に分類されてい
た。この特定目的補助金の役割および求められることとしては、以下のようになっていた31。
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① 一般的な政策目的を達成するための役割をもつ補助金。例えば、メディケア患者に対
して無料で公立病院へのアクセスを可能にすることを役割としている補助金。
② 特定目的のみを達成するために使途が制限されている補助金。例えば学校教育に関す
る補助金のうち、教員の給料やカリキュラム研究といったような完全に使途が特定さ
れている補助金。
③ 州の支出レベルを維持することを役割としている補助金。
④ 成果情報の報告。財政上のパフォーマンスだけではなく成果を報告することが特定補
助金には求められる。
ハワード政権下（1996年-2007年）において特定目的補助金の支出は減少してきたものの、
依然として連邦から州に対する補助金に占める割合としては高い水準を維持しており、極端
な垂直的財政不均衡の状態であった。ハワード政権下では財政責任の透明化を推進し財政収
支も黒字化したものの、特定目的補助金制度自体の改革は具体的に実施されていなかった。
そのため連邦と州のそれぞれの役割と責任を再編成する必要性が、2006年２月のCOAGの会
議で連邦の改革課題として取り上げられ、この時期より特定目的補助金の内容も含めた連
邦・州間の財政関連がさらに重要性を帯びてきた。
そのため、ラッド率いる労働党は2007年７月31日に特別目的補助金に関する重要な課題を
含んだレポートを公開した。その内容は90以上ある特定目的補助金の数を合理化し、統合す
ること、連邦と州間の役割分担を明確にすること等から成り立っており、協調的連邦主義と
しての立場を明確に表現するものであった32。
ラッドは同年12月３日に労働党からオーストラリア首相に就任し、就任早々、インフラ整
備、住宅、就学前教育および専門学校教育と職業訓練、公立病院、最先端の医療整備、高齢
者問題等、積極的に改革を推し進めていった。さらに、ラッドは2007年12月20日に彼自身始
めてのCOAGの会議を招集し、それ以来、立て続けに、2008年３月26日、2008年７月３日、
2008年10月２日、2008年11月29日、2009年２月５日と開催し、政府間関係の見直しを図っ
た33。そのうち2008年３月26日の会議で、COAGは2008年末までにこれまでの「連邦・州間
財政関係の 改 革 に 関 す る 政 府 間 協 定（Intergovernmental Agreement on the Reform of
Commonwealth-State Financial Relations）
」を新しい「連邦財政関係に関する政府間協定
（Intergovernmental Agreement on Federal Financial Relations、以下IGAとする）
」にする
ことに同意した。
このIGAはオーストラリアの連邦・州間財政関係全般を規定しており、この協定の締結は
重要な改革の一部である。IGAは2009年１月に首相によって署名され、各州で新しい財政的
フレームワークとして運営されていくことになった。その特徴は特定目的補助金の改革を通
して、連邦−州間がこれまで抱えてきた財政上の課題を解決させることであり、この補助金
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を整備することで各階層の政府の役割分担が明確になり、負担転嫁（Cost shifting）の問題、
政策立案上および運営上の責任の所在の問題、サービスの非効率な提供といった問題を解決
させるという方向性をもっている。
このフレームワークの下での特定目的補助金制度の特徴は、州が提供する公共サービスに
対してインプット（予算）の段階において連邦の介入を減らすことであり、州が自らの判断
で各地域のニーズにあった分野に資金を投下することが可能となったことである。州が自ら
の判断で資金を投下するということは、公的サービスのさらなる向上と成果に対して説明責
任をもつことも同時に意味している。つまり、新たに部分的な意思決定権限が付与された州
は利益とコストの関係が問われ、与えられた裁量の結果に対して責任を持つことになったの
である。インプット・ベースで連邦が州に介入しても州のニーズに必ずしも合致していると
は限らず、その場合には支出権限は州に帰属するものの、その支出に対する責任の所在は明
確ではない。それに対して州が提供するサービスの質であるアウトプット・ベースを重視す
ることで、パフォーマンに関しては州に責任が帰属することがより明確になったといえるの
である。
以下ではCOAGの報告書または各年度のオーストラリアの予算書に基づき、新しい特定目
的補助金の具体的な内容を検討する。これまで90以上存在していた特定目的補助金が、2009
年７月１日以降、連邦特定目的補助金（National SPPs）として５つにに統合された。また、
各連邦特定目的補助金に対応する５つの国家協定（National Agreements）が締結された。
この補助金に加えて、連邦による特定のプログラムや改革を促進するための連邦パートナー
シップ補助金（National Partnership Payments）がいずれかの協定に属する形で合意された。
このそれぞれの国家協定には各々の特定目的補助金の目的、果たすべき成果、業績指標等
が含まれ、連邦と州の役割と責任が明確に示されている。また各協定で記されている成果と
業績指標は、モニターされて、COAG改革協議会（COAG Reform Council）によって達成
度を評価され、COAGに対して年間レポートとして報告される。連邦特定目的補助金は次の
５つである34。
① 連邦医療保健特定目的補助金（SPP）
② 連邦学校教育特定目的補助金（National Schools SPP）
③ 連邦職業技術開発特定目的補助金（National Skills and Workforce Development SPP）
④ 連邦障害者対策特定目的補助金（National Disability Services SPP）
⑤ 連邦住宅特定目的補助金（National Affordable Housing SPP）
また、この連邦特定目的補助金と対応する協定を図示したのが表２である。
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表２

特定目的補助金と対応する協定

種類

特定目的補助金（SPP）

対応する協定

医療・

連邦医療保健特定目的補助金

国家医療協定

保健

（National Healthcare SPP）

（National Healthcare Agreement）

連邦学校教育特定目的補助金

国家学校教育協定

（National Schools SPP）

（National Education Agreement）

連邦職業技術開発特定目的補助金

国家職業技術開発協定

教育
労働

(National Skills and Workforce Development （National Skills and Workforce Development
SPP）

Agreement）

連邦障害者対策特定目的補助金

国家障害者対策協定

（National Disability Services SPP）

（National Disability Agreement）

連邦住宅特定目的補助金

国家住宅協定

（National Affordable Housing SPP）

（National Affordable Housing Agreement）

障害
住宅

資料：COAGのHP等を参考に筆者作成。

次に、連邦パートナーシップ補助金は連邦による州のプロジェクト（Project）支援のた
めか、改革をより促進（Facilitation）させるためか、重要な改革を常に継続して実行してい
る州の活動に対する、いわゆるインセンティブ（reward）のために支出される性質もので
ある35。これは基本的には連邦主導で優先順位の高い改革を行うために下位政府をサポート
することを目的とした補助金であるため、州ではなく地方政府が連邦の優先順位と位置付け
られた場合には、この補助金は州に先立って地方政府に支払いがなされる場合もある。また
COAG改革協議会は資金を支出した州等に対して一定の業績達成を評価し、その進捗を
COAG等に報告する。それに基づき連邦大臣が州の活動に対する奨励のための支払いを決定
する。現在この補助金の対象となる国家プロジェクトは16項目ほど存在する36。
◦ 病院および健康増進
◦ 予防医療
◦ 公立病院のストレス解消
◦ より高品質な学校教育
◦ 社会経済的状態の低い地域に対するより高品質な学校教育
◦ 読み書きのおよび数量的思考能力向上のための学校教育
◦ 生産性導入プログラム
◦ 幼児教育
◦ 保育関連の公立高等専門学校の無償化
◦ アボリジニに対する福祉サービス
◦ アボリジニへの経済状況の関与
◦ アボリジニに対する住宅サービス
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◦ アボリジニに対する健康医療
◦ 公営住宅対策
◦ ホームレス対策
◦ 経済成長の維持
このような連邦特定目的補助金と連邦パートナーシップ補助金の２種類の合計で連邦は
2008-09年には419億ドルを特定目的のための補助金として拠出し、2009-10年には501億ドル
まで増加させている。
この新しい特定目的補助金の運用は2009年１月から始まっており、一般補助金と特定目的
補助金の構成内容を大きく変化させている。図２を見ると、近年オーストラリアではこの補
助金の構成内容に大きな変化があったことが明らかであり、補助金全体に占める一般補助金
と特定目的補助金の割合が逆転している。この特定目的補助金の水準は2012年には全補助金
の60％に達し、1990年代の特定目的補助金の拡大期を上回ることになる。その原因は2011年
よ り 導 入 さ れ れ る「 国 家 保 健 お よ び 公 立 病 院 ネ ッ ト ワ ー ク 基 金（National Health and
Hospitals Network fund）」の設立である。そこで、第３節以降は特定目的補助金の具体的
事例として近年大きな改革が実行されている医療・保健補助金の改革について触れることに
する。また医療・保健に関する補助金と同様に重要な位置付けのある、教育補助金について
言及する。
図２

補助金全体に占める特定目的補助金と一般補助金の割合

資料：Commonwealth of Australia, Budjet Paper No. 3（Australia’s Federal Relations 2010-11）
, p20を
もとに筆者作成。
筆者注：一般補助金とはGST交付金およびその他の一般補助金を指す。特定目的補助金とは補助金制度
改革以降は連邦パートナーシップ補助金と連邦特定目的補助金の合計額である。
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３．医療・保健補助金および教育補助金
特定目的補助金はこれまでも州財政を支援し、連邦の政策目的を推し進める主要な手段と
して位置づけられてきた。その中で特に重要なものは医療・保健と教育に関する補助金であ
る。そこでこの節では医療・保健に関する補助金と教育関連の補助金について言及する。
これらの分野のサービスの役割分担および財政上の負担あり方に関する改革はオーストラ
リア連邦全体の優先事項として位置付けられてきた。オーストラリアはOECDの調査におい
て、医療・保健制度および教育制度の効果に関してはOECD諸国において常に上位のグルー
プとして評価されており、資金調達の仕組み、サービスの供給は注目されている37。
3.1

医療・保健補助金

オーストラリアにおいては医療・保健サービスに関して、連邦はオーストラリア全体の医
療・保健に関する政策を立案し、その管理、運営を州に任せると同時に特定補助金の拠出方
法を財政協定に定め、一定の影響力を維持してきた。1984年よりメディケア制度が導入さ
れ、連邦と州との間に結ばれたメディケア協定に基づき連邦は医療・保健目的補助金を拠出
してきた。
政府階層間の各診療領域に対する医療費の負担に関しては、国家医療協定38（National
Healthcare Agreement）が締結されており、５ 年毎に見直されている。オーストラリアの
医療保健分野においては主に５つの協定が締結されている。①国家医療協定（National
Healthcare Agreement）
、②連邦と州が共同で行っている高齢者、障害者、介護者を対象と
した在宅ケアに関する在宅地域ケア協定（Home and Community Care Agreement）③障
害者支援サービスとして国家障害者協定（National Disability Agreement）
、④公衆衛生資
金 協 定（Public Health Outcomes Funding Agreements）
、⑤オーストラリア免疫協定
（Australian Immunisation Agreements）等である。
国家医療協定は連邦・州間の特定目的補助金の拠出を定める協定として、現在では最も重
要である。それは州による公立病院の運営のための財源の多くをこの協定による連邦からの
補助金と州の自主財源によって捻出しているためである39。この協定により、公立病院にお
いて公的患者を選択した場合には基本的には無料で医療サービスを受診することができる。
しかし、2011年より導入されれる「国家保健および公立病院ネットワーク（National Health
and Hospitals Network ）」の設立により、公立病院に関する取り決めは移行されることに
なっており、今後この協定の重要性は薄れていくことになると考えられる。
障害者、高齢者、介護者等をケアするための協定としては在宅地域ケア協定（Home and
Community Care Agreement）がある。これは障害者等に対して地域介護サービスとして
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資金提供を行うための協定であり、保健・高齢化省（Department of Health and Ageing）
の管轄である。この協定には在宅地域ケアプログラムの目的、プログラム財源でまかなわれ
るプロジェクトの種類、連邦から州への財政支援、プログラムの運営が規定されている。こ
のプログラムは連邦が包括的で総合的な戦略の策定に責任をもち、そのプログラムの運営お
よび管理は州が責任をもって実施している。そのため、州は障害者等にとっては重要な窓口
の役割を果たしている。また、プログラム実施にあたっての財源は約60%を連邦が、残りを
州がそれぞれ負担している。この協定は1985 年在宅地域ケア法（Home and Community
Care Act1985）によって具体的に実施に移されることになり、本格的な在宅・地域ケアの
取り組みとしては比較的新しく、在宅ケアは主に高齢者在宅ケアパッケージ（Community
Aged Care Packages）と在宅地域ケア（Home and Community Care：HACC）プログラ
ムの二つが提供されている。
高齢者在宅ケアパッケージは、要介護度の低い高齢者に対して、介護施設で利用可能なサ
ー ビ ス を 在 宅 で 提 供 す る。 連 邦 は 高 齢 者 在 宅 ケ ア サ ー ビ ス、 高 度 高 齢 者 在 宅 ケ ア
（Extended Aged Care and Home）
、地域高齢者在宅ケアパッケージ（Community Aged
Care Packages）、に対して資金を提供している。一方で、州は急性期を過ぎ、回復期に入
った患者を対象とした訪問看護等に対するサービスに対して負担をしている。
在宅・地域ケアプログラムは虚弱高齢者や若い障害者等に対して総合的で質の高い在宅ケ
アサービスを提供することで、長期間にわたる施設への不適切な入所を防止し、その結果こ
れらの人が地域で自立した生活を過ごすことができるように支援することを目的としている。
このプログラムに対しては2008-09年度には17億8800万ドルが支出され、それは2007-08年度
と比較して８％増加しており40、近年サービスの拡大に注力していることが窺える41。
障 害 者 支 援 に 関 す る サ ー ビ ス は、 こ れ ま で 連 邦・ 州 間 障 害 者 協 定（Commonwealth
State/Territory Disability Agreement）にもとづいて、連邦と州が連携してサービスが提
供されてきた。連邦と州の役割はこの協定の中で合意されており、連邦は就労支援に関する
計画や運営を、州は居住環境支援や自立生活支援サービス、社会的自立支援サービス、レス
パイトサービスなどに対して責任を負う。
この連邦・州間障害者協定と在宅地域ケア協定は障害者に対するサービスにおいて重複し
ている部分があった。そのため、連邦は2006年２月のCOAGの会議において、これらのサー
ビスにおける垂直的な責任の配分について議論するように勧告した。この勧告を受けて、
2009年１月よりこの協定の名称を国家障害者協定（National Disability Agreement）と変更
し、連邦から州への補助金を連邦特定目的補助金と位置付け、州には連邦に対して障害者に
対する政策のパフォーマンスの報告義務がある。
公衆衛生資金協定は（Public Health Outcome Funding Agreements）は公衆衛生分野に
関して連邦・州間で幅広く資金提供を行うための協定である。この協定は1997-98年度より
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実施されており、最初だけ２年単位で更新されたが、現在では５年単位で見直されている。
現在の協定の下での５年間にわたる州への補助は、８億1200万ドルである42。州は、協定の
下で同意された目標と成果を達成するために州内の地方政府のニーズと優先順位に基づいて
資金の使途を定めることができ、一定の柔軟性を持っている。これは、1996年に連邦によっ
て公衆衛生分野で採用された、特定目的補助金のブロック化であり、連邦からの資金提供に
対して、州はその分野の地域ニーズと優先順位を考慮し、配分された額の範囲内で一定の柔
軟性をもつと同時に、連邦の政策目的を達成するための責任を州も共有している。
オーストラリア免疫協定（Australian Immunisation Agreements）は国家免疫プログラ
ムを実行するために連邦と各州で結ばれた協定である。この国家免疫プログラムの下で、連
邦はそれぞれの地域に対して、12の無料ワクチンを提供し、州に対して５年間で６億7100万
ドルの資金提供をした43。この特別目的補助金はより柔軟に整備されており、厳密に連邦が
補助金の使途を制限するというより、プログラムを通して実際に公衆衛生がどうなったか
（outcome）を評価することに重点が置かれている。
このようにオーストラリアの医療補助金は主に５つの協定に基づき運営されている。また
これらの協定に基づいて拠出される特定目的補助金についても、使途の制限は縮小され、州
の柔軟性が認められている。
前節で触れたとおり、2011年より導入されれる「国家保健および公立病院ネットワーク基
金（National Health and Hospitals Network fund）
」の設立は、全補助金に対する、特定目
的補助金の割合を増加させる原因となっている。これはラッド政府が保健・医療制度改革の
一つである「国家保健・公立病院ネットワーク」の立ち上げに伴い2010年３月に設立された
基金である。この基金の基礎となるのは、
「国家保健および公立病院ネットワーク協定
（National Health and Hospitals Network Agreement）
」であり、これまでの「国家医療協
定（National Healthcare Agreement）
」に代わる協定として位置づけられる。連邦はこのネ
ットワークを設立することによって、より良い公共医療と優れた環境が整っている公立病院
を、連邦が主導して供給し、ナショナル・スタンダードのレベルを達成することを目的とし
ている44。
この基金の設立は公立病院の運営に連邦がこれまで以上に介入することを意味している。
その設立の背景には州の公立病院運営に関して不備があると連邦が考えている点にある。州
の医療分野における政策立案、管理、運営能力の欠如から、患者が無料サービスの受けられ
る公立病院に集中し、診察までの待機時間の長さが問題となっており、これを解決するため
に、財政力があり連邦全体の医療分野を管理・運営できる連邦が同分野に介入し、コントロ
ールする必要があると連邦が認識していると考えられる。ナショナル・スタンダードのレベ
ルを達成するために連邦が負担する州の公立病院のコストは、これまでの４割負担から６割
負担へ増加される。この負担は一般会計から連邦税によってファイナンスされる他には、連
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邦から税収の全額を受け取っている財・サービス税（GST）収入の３分の１で賄うことが検
討されている45。
医療・保健に関する特定目的補助金の改革は一部の協定において州の裁量を重視する方向
性もみられるものの、この補助金の金額的な多寡の問題においてそれは僅かであり、むしろ
金額的に重要な公立病院の運営、資金調達に関しては連邦によるインプットのコントロール
を強化し、州全体の共有の固定財源と位置付けられるGST収入の一部を公立病院の予算に充
当するなど、連邦主導の方向性が見られる。この点において医療・保健の分野における手法
は、政府間財政関係全般の改革の方向性とは異なる。今後重要性を増すことが確実な当該分
野において、州の連邦への財政上の依存が一層高まることが懸念される。さらに、公立病院
に関してはナショナル・スタンダードのレベルまで財源保障することが明示されていること
からも、州による過剰なサービス供給を可能とするような特定目的補助金制度であるといえ
る。特定目的補助金による過剰な財源保障が州のコスト意識を希薄化させ、財政錯覚を引き
起こすきっかけとなることも今後懸念される。
3.2

教育補助金

オーストラリアにおいては憲法上、教育に関する行政の責任は基本的には州の固有の権限
であり、連邦が教育に関して有する権限は限定的である。しかし、財政上連邦は州との間で
締結された協定の下、高等教育や多くの領域の施策に対する主たる責任を有している。第二
次世界大戦後、最初に州の教育コストを支援する教育補助金制度が開始され、その後急成長
している分野である。
教育の分野に対する連邦補助金は1951-52年度において1951年の「州補助金（大学）法」
に基づき、授業料収入が大学収入の中で一定の基礎的な水準を保つ事を条件として大学の経
常費助成の形で開始された46。オーストラリアの法定高等教育機関は、一部の機関を除いて
州もしくは準州の法律によって設置されている。例外はオーストラリア国立大学とオースト
ラリア海事カレッジ等であり、オーストラリア国立大学は1946年に初めて首都キャンベラに
連邦法に基づいて設立された。
教育・雇用・訓練・青少年問題に関する協議は、教育・雇用・訓練・青少年問題に関する
閣僚協議会（Ministerial Council on Employment, Education, Training and Youth Affairs、
以下MCEETYAとする）で行われ、省レベルで調整されている47。この他にMCEETYAで
は、合意した事項の達成に向けて各政府の教育施設や財産の共同使用、情報共有を行ってい
る。MCEETYAは1993年に複数の閣僚協議会を合併して設立され、主に連邦と州の教育・
雇用・訓練・青少年問題を担当する大臣で構成されている48。
近年のオーストラリアの教育における課題として、連邦および州の文部大臣は学校教育に
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おける連邦の目標達成に関する進捗のモニタリングとレポートの品質と正確さを向上させる
ために一貫した比較可能なデータが必要であるという共通の認識を持っていた。これを背景
に2008年 の オ ー ス ト ラ リ ア 政 府 間 協 議 会49（Council of Australian Governments、 以 下
COAGとする）の会議において、全てのオーストラリアの学生が国内雇用だけではなく国際
的な雇用マーケットに対応できる知識とを身につけることを保証するための新しい改革に同
意し、そのために学生の特徴をデータ化し、COAGが掲げた目標との乖離を測定し、進捗確
認するためのレポートを作成することを提案した。
現在オーストラリアの教育システムにおいて中心的な役割を果たしているのが、国家教育
協定（National Education Agreement）である50。これは連邦・州間財政関係の改革に関す
る 政 府 間 協 定（Intergovernmental Agreement on the Reform of Commonwealth-State
Relations：IGA）に基づいており51、オーストラリアの教育改革を進める上で基盤となる協
定として位置づけられている。この国家教育協定は2009年１月１日より運用されている。こ
の協定はすべての学生が良質な教育にアクセスすることを保証し、人的資本を充実させるこ
とでオーストラリアが長期的に繁栄していくことを目的としている。そのために、①生徒、
家族、地域に対する情報公開の機会を増やす、②COAGの掲げている教育成果に準ずる指標
での公的な情報開示、③将来の教育改革に必要とされるレポートの整備、という説明責任と
情報開示、管理の徹底を義務付けている。
この協定は主に２つの柱で構成されており、一つはオーストラリアの全ての学校とそれに
関連する組織の目的と成果、連邦と州の役割と責任、そして運用状況の報告のフレームワー
クが記載されている。いま一つは教育関連の特定目的補助金に関して記載されている。特定
目的補助金は連邦が州の学校教育の運営にかかる資金を提供する主要な手段であるが、従来
のように詳細に使途が制限されてはおらず、州は学校教育の地域における必要性に応じて自
由に当該補助金を割り当てることができる。またオーストラリアの協定は数年で廃止され、
見直されるのが通例であるが、この協定に関しては定期的な見直しはあるものの、永続的に
運用されることになっている。
さらに公立学校に対する2009年から2012年までの特定目的補助金は2009年４月１日より執
行された2009年連邦財政関係法（Federal Financial Relations Act 2009）の下で実行され、
私立学校については2008年学校支援法（Schools Assistance Act 2008）によって行われてい
る。国家教育協定は、州が学校教育を提供するための資金として全体で180億ドルを提供す
る。これまでの学校支援法のもとでは特定目的補助金はそれぞれ使途が限定され、州のニー
ズを反映していない部分もあったが、2008年学校支援法の下では州がより柔軟に支援された
資金を割り当てることが可能となっている。その一方で、連邦は州の教育パフォーマンスを
測定する指標を用意し、州に対して説明責任を課している52。
教育関連の報告フレームワークの中心にはCOAG改革協議会がある。国家教育協定の目的
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を達成するために、各政府はCOAG改革委員会によって教育内容をモニタリング、目標達成
の進捗を評価され、年間ベースでCOAGに公的に報告されるという報告形式をとっている。
この形式による報告書は2009年に最初にCOAGに対して提出されている。
さらに2008年には新しい法定公共機関としてオーストラリアカリキュラム、評価および報
告機関（Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority、以下ACARAとす
る）が設立された。この機関はオーストラリアの学校カリキュラムの査定方法の発展および
調整、学生評価データと他のデータの集計、分析および学校のパフォーマンスの全国的な比
較および発表することを役割として設立された。この機関があることにより、すべての政府
は、協力して学校評価、説明責任および資源配分を最適な方向に導く活動に継続的に取り組
むことが可能となる。学校教育に関して情報の品質と量を改善することにより、政府が学校
に資源を集中させるきっかけとなることが期待されている機関である53。
教育の分野に関する特定目的補助金の改革は人的資本を充実させることでオーストラリア
を長期的に繁栄させることを目的とし、この補助金に対する州の説明責任の徹底と住民への
情報開示等を義務付けていることに特徴がある。このことは住民がコスト意識を高め、住民
に財政錯覚がもたらされることを防ぐことに繋がる。そして結果として、州の財政規律が守
られ、州が住民に対して無駄な教育サービスを提供する可能性が縮小されることになる。
４．おわりに
本稿ではオーストラリアの政府間財政関係が現代的形態を備える過程における特定目的補
助金改革の位置付けと、その改革の背景および意義を明らかにしてきた。
その結果、特に2000年以降の特定目的補助金の改革の背景には1990年代のホーク、キーテ
ィング政権下において緊縮財政を敷きながらも連邦が圧倒的な財政力を用いて社会保障関連
の補助金を拡大させ、中央集権化の強化に重点を置いたことへの問題意識があった。つま
り、州の独自のニーズを反映しないインプット・ベースでの連邦介入による非効率、各階層
の政府の役割分担の不明確さ、負担転嫁（Cost shifting）の問題、政策立案上および運営上
の責任の所在の問題等である。
これらの課題に取り組んだ結果、2009年７月より特定目的補助金の種類が５つに統合さ
れ、州の支出の裁量は拡大し、柔軟性が確保された。またそれと同時に、当該補助金の運用
上のパフォーマンスについてCOAG改革委員会がインプット・ベースではなく、公共サービ
スの質に言及するアウトプット・ベースで評価し、公表するという報告のフレームワークを
整えることで支出に対する結果の責任の所在を明確にした。さらにこのアウトプット・ベー
スでの評価は支出責任を明確にする他にも効果が期待されるのである。それは連邦が州に支
出権限とその責任を与えるものの、公共サービスの提供という点で責任や権限を放棄せず、
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COAG改革委員会という別の機関に報告させている点で連邦がパフォーマンスの芳しくない
プロジェクトには勧告する責任も負っていることのメッセージともなることである。つまり
単に連邦から州に対して一方的に権限や責任を移譲するのではなく、連邦はアウトプット・
ベースで州を管理していく役割をもつということである。
今回のCOAGが中心となった特定目的補助金改革はオーストラリアの1990年代までの補助
金改革の無秩序な取り組みとは異なり、体系化された改革であり、これまでの集大成と位置
付けることができるであろう。その意味で具体的事例としては教育目的補助金が改革の方向
性に沿っており、今後オーストラリアの教育コストとその成果の比較は注目していく必要が
ある。その一方で医療・保健補助金は改革の方向性に沿っていない部分もあり、特に金額的
に重要な公立病院の運営、資金調達に関しては連邦によるコントロールが強化され、連邦主
導の傾向が見られる。
新しい政府間財政関係における特定目的補助金のフレームワークは根本的に1990年代に実
施されたものとは異なっているが、医療・保健分野の公立病院改革は連邦の財政力を考えた
場合、再び中央集権化の流れに戻る温床ともなりかねない。地域的に偏在する財政需要に応
えるためには、やはりインプット・ベースではなく、公共サービスをアウトプット・ベース
で評価し、住民に対して情報公開するというフレームワークを整えるべきである。
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Fiscal Equalisation system in Australia
─The problem of the Specific Purpose Payments─
YAGIHARA, Dai
Summary
The purpose of this report is to describe the system of financial equalisation operating
in the Commonwealth and states of Australia. The fiscal reality underlying Australian
federalism is the financial power of the Commonwealth over the States, a phenomenon
that goes by the name of vertical fiscal imbalance. After the introduction of uniform
income taxation in 1942, the capacity of all States to raise revenue fell far short of their
expenditures. Currently, the Commonwealth provides three broad types of payments to
the States：
・National Specific Purpose Payments（SPPs）
；
・t hree types of National Partnership payments − project payments, facilitation
payments and reward payments；and
・general revenue assistance, consisting mainly of GST payments.
For 2009-10, these payments can be broken down as follows：National SPPs of $25.8
billion；National Partnership payments of $24.3 billion；and GST revenue of $ 41.8 billion.
As for Australian federalism, the most common complaints are concern duplication,
excessive administration, buck-passing and cost-shifting. The most common suggestions
for reform include the reallocation of powers and functions between the Commonwealth
and the States, the reform of Commonwealth-State financial relations and the
improvement of intergovernmental processes. Federations work best when the roles and
responsibilities of each jurisdiction are clear and good public accountability mechanisms
allow the community to hold the appropriate level of government to account for the
quality and efficiency of the services delivered and outcomes achieved. In Australia over
the past few decades, the proliferation of small payments（for example SPPs）to the
States, and the increasing Commonwealth prescription accompanying these payments,
have been a source of increasingly blurred roles and responsibilities, duplication and
overlap, high administration costs and cost shifting.
The new federal financial framework brings greater clarity to the roles and
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responsibilities of the Commonwealth and the States. The Council of Australian
Governments（COAG）is advancing this modern federalism agenda. This paper looks at
the intergovernmental mechanisms by which federalism operates in Australia, notably the
Council of Australian Governments.
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