
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考資料〉 

連邦国家４カ国の地方財政制度 
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アメリカ合衆国（人口：2億 9,366 万人（2004 年 7 月 1 日現在）、名目 GDP：11.735 兆ドル（2004 年）） 

① 憲法上の地方自治に

関する規定 

（立法権、行政権） 

（州）規定あり 

・合衆国憲法修正第 10 条で「憲法が合衆国に委任し、または州に対して禁止していない権限はそれぞれの州または人民に留保されている」と規定している。 

（地方）合衆国憲法は規定なし、一部の州憲法は規定あり 

・合衆国憲法には、地方に関する規定はない。 

・一部の州では、州憲法に地方自治の規定がある。 

② 地方自治制度の概要 ○州（state）と地方政府（多層制） 

・合衆国憲法に根拠をおく 50 の州政府が存在する。 

・州の下部単位である地方政府は、さまざまな業務を営む一般目的地方政府と、教育、下水道、消防、住宅、環境衛生などの特定の業務を実施する特別目的地方政府に分けられ

る。 

・一般目的地方政府には、カウンティ（county、3034）、市町村（municipal、19,429）、タウンおよびタウンシップ（township and town、16,504）がある。 

・特別目的地方政府には、学校区（school district、13,506）と特定区（special district、35,052）がある。（数値は 2002 年度、地方政府の種類は連邦国勢調査局の分類に

よる。 

・州の支出で規模が大きいものは、公的福祉、高等教育、ハイウェイなど。 

・地方の支出で規模が大きいものは、初等・中等教育、公益事業、警察、病院など。 

・合衆国憲法修正第 10 条により、州は連邦の専管的権限と州に禁止された権限以外の留保権限を保有している。 

・地方の業務は州によって異なる。 

・地方のうち、学校区の業務は教育に限定されており、特定区の業務は一般的には州法等によって単一ないし少数の業務に限定されている。 

③ 地方財政の現状 

（歳出規模、歳出歳

入の構成（特に医

療、教育）） 

地方税制の現状 

（課税権（課税ﾍﾞｰｽ、

税率、新税目等の

設定権限）） 

○州・地方の歳出規模 

・政府総支出は 4兆 0625 億ドル 、対 GDP 比 32.5%、連邦の総支出は 2兆 6269 億ドル 、対 GDP 比 21.0%、州・地方の総支出は 1兆 8424 億ドル 、対 GDP 比 14.8%（2005 年） 

・連邦の政府支出は 2兆 4722 億ドル、対 GDP 比 20.1% （2005 年度）。 

・州・地方歳出は 2兆 1642 億ドル 、対 GDP 比 20.6% 、州歳出は 1兆 3,590 億ドル、対 GDP 比 13.0%、地方歳出は 1兆 1949 億ドル、対 GDP 比 11.4%（2003 年度）。 

・連邦支出に占める資本投資支出の割合は 7.2% （資本投資支出に補助金支出も含まれる、2005 年度） 

・州直接支出に占める経常支出の割合は 67.3%、資本支出の割合は 9.4% （2003 年度） 

・地方直接支出に占める経常支出の割合は 78.0%、資本支出の割合は 14.5%（2003 年度） 

・政府歳入比は連邦：州・地方が 63:37 、連邦補助金交付後の政府歳出比は 55:45 （2005 年度） 

・州歳出の構成は、政府間歳出 28.5%、教育 12.7%、公的福祉 18.7%、保険信託支出 11.5%、ハイウェイ 5.6%（2002 年度） 

・地方歳出の構成は、教育 37.9%、警察 4.8%、病院 4.4%、公益事業支出 10.5%（2002 年度） 

○州・地方の課税権 

・州は課税ベース、税率、税目の設定等について課税自主権を有している。ただし、合衆国憲法第 1条 10 節 2 項の規定により、輸入税または関税の賦課、トン税の賦課には連

邦の同意が必要である。 

・地方の課税権は各州ごとに定められている。 

・地方財産税の税目、税率の上限、課税ベースの査定手法等について、州が制限を課している場合が多い。 

○課税ベースの特徴（州は個人所得税＋消費課税中心型、地方は資産課税中心型） 

・州税は個人所得税、小売売上税が中心、地方は財産税が中心。 

・州の個人所得税の課税ベースは、連邦の個人所得税の課税ベースや税額を基準にしていることが多い。 

 

 

 



財政調整の仕組み

の概要 

（特徴、配分方法）

○一般補助金としての財政調整制度は存在しない 

・1972 年に導入された財政調整制度である一般歳入分与制度は、1986 年に廃止された。 
④ 
政府

間財

政調

整 財政調整の状況 

（実態） 
○特定補助金の交付 

・連邦が交付する特定補助金の規模は大きく、州・地方歳入の 31.9%、連邦支出の 17.7%、GDP の 3.5%を占める（2004 年度）。中でも医療・福祉分野の補助金が大きい。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○なし 

・連邦から州・地方に対する財政統制はない。 

地方債の発行状況 ・連邦の借入残高は 7兆 9,053 億ドル、GDP 比 64.3% （2005 年度末時点） 

・州の借入残高は 6,979 億ドル、GDP 比 10.6% （2003 年度） 

・地方の借入残高は 1兆 1,147 億ドル 、GDP 比 6.7%（2003 年度） 

地方債の発行範囲
(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙの有無) 

・連邦による規制は特にない。 

 
起債制限 ・連邦による規制は特にない。 

発行に関する 

中央政府の関与 
・州に対する連邦の関与はない。地方自治体に対しては州の関与がある場合がある。 

地方債発行のﾙｰﾙ ・一般財源債については州法により、発行額上限規制、地方議会の議決・住民投票の義務付け、発行利率上限規制等の規制が設けられているケースが多い。レベニュー債につい

ては一般財源債のような制限は原則としてない。 
危機的自治体に関する 

中央政府の支援 ・連邦の州に対する支援措置は原則として行われない。地方自治体に対しては州が独自に支援を行うケースがある。 

地方政府破産に関する 

ﾙｰﾙ 
・連邦破産法第 9章に地方の破産条項が設けられている。 

監査制度ならびに 

監査人個人の責任追

及 

・州監査事務局（州議会に所属）（※）。 

・州議会が責任を負う（※）。 

（※）但し団体により対応は様々 
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その他 ほとんどの州では均衡予算要求を置いており、州憲法または州法によって、州予算を公債発行に頼らずに均衡させることをルールづけている。ただし、均衡予算が要求される範

囲は予算総体に及んでいるとは限らず、小規模で短期の財政赤字を排除するものではない。 

 

 



 

カナダ(人口 3,227 万人[2005 年]、名目 GDP：11,130 億米ドル[OECD 推計、2005 年]) 

① 憲法上の地方自治に

関する規定 

（立法権、行政権） 

○間接的に規定あり 

・憲法第 92 条において州の独占的権限が定められており、第 8項に「州における地方公共団体の制度」が含まれている。 

・憲法第 6章、第 91 条において連邦の、憲法第 92 条において州の立法権限が列記されている。また、憲法第 93 条において教育は州の独占的権限と定められている。連邦議会

は国家的利益に係わる事柄（税金や国防など）についての立法権を持ち、他方、州は「特定」の利益に係わる事柄（財産、教育など）について立法権を与えられている。 

・カナダの議会制度は（行政と立法の権限が分離している米国の制度と異なり）、行政と立法が融合している。憲法に行政権に関する規定はない。 

② 地方自治制度の概要 ○州（province）－市（county、district）－村（town、township）（三層制） 

・州（10）、準州（3）。構造は州によって異なる。オンタリオ州の場合は単一層自治体（市、タウン、村、タウンシップ）と二層自治体（カウンティ、リージョン、ディストリ

クトの下に市、タウン、村、タウンシップ）がある。また、教育委員会など、複数の地方公共団体にまたがった特定目的団体もある。州より下位レベルの政府としては全国で

4,326 存在する（2002－3 年）。しかし、人口の少ない地域には地方公共団体が存在せず、州が直接行政サービスを行う地域もある。 

・自治体が行う事務は州法によって定められた事項（上下水道、警察、消防など地域的なサービスの提供）が主であり、その他租税や教育、都市計画など特定の事項について州

の規制を受けながら事業を行う。 

③ 地方財政の現状 

（歳出規模、歳出歳

入の構成（特に医

療、教育）） 

地方税制の現状 

（課税権（課税ﾍﾞｰｽ、

税率、新税目等の

設定権限）） 

○地方公共団体の歳出規模 

・全政府歳出の純計は4,630億カナダドル（移転財源含む対GDP比36.9％）、総収入は4,590億カナダドル(対GDP比36.6%)。 

・全レベルの経常支出と資本支出の割合は調査中。 

・連邦の支出は1970億カナダドル（一般政府の約33％、対GDP比15.7％）、州の支出は2580億カナダドル（対GDP比20.5％）、地方公共団体の支出は870億カナダドル（対GDP比6.9％）

であり、州と地方政府の支出を合わせると一般政府の約66％を占める。 

・連邦の収入2040億カナダドル（うち自主財源＊2034億カナダドル、自主財源比率99％）、州の収入2474億カナダドル（うち自主財源2044億カナダドル、自主財源比率83％）、地

方公共団体の収入866億カナダドル（うち自主財源525億カナダドル、自主財源比率61％）。（＊租税、健康保険料、手数料等） 

・調整前歳入＊の国と地方の比が5：5（2041億カナダドル：3341億カナダドル）、調整後歳出の国と地方の比は3.8：6.2（2041億カナダドル：3341億カナダドル）（＊租税、健康

保険料、手数料等） 

・州の歳出の分野で主なものは保健医療（約34％）、社会サービス（約17％）、教育（約23％）である。（2004年） 

・地方公共団体の歳出分野で主なものは教育（約 41％）、交通・通信（約 11％）、環境（約 11％）などとなっている。（2004 年） 

○地方公共団体の課税権 

・関税を除けば、州・準州が税目・課税標準・税率などを自由に決定できる。憲法上、州税は「直接税」に限られているものの（第 92 条第 2号）、たとえば小売売上税につい

ては小売業者を政府の徴収代理者とし、小売業者からの購入者が物品を再販売しないと一般に想定される場合には、これを直接税とみなす解釈がとられている。そのため、州の

課税自主権は事実上無制限である。地方公共団体は不動産税の 1部分については税率変更の自由を持つが、新税創設はできない。 
・州の歳入の構成は所得税、消費税、財産税がそれぞれ約 27％、約 21％、3％、移転財源が約 18％（2004 年）。 

・地方自治体の歳入構成は財産税が約 40％、財・サービスの販売が約 16％、移転財源が約 40％（2004 年）。 

○課税ベースの特徴（州は「所得税＋消費課税中心型」、市町村は「財産税中心型」） 

・歳出・歳入の構成は、州の歳入の構成は所得税、消費税、財産税がそれぞれ約 27％、約 21％、3％、移転財源が約 18％となっている（2004 年）。地方自治体の歳入構成は財

産税が約 40％、財・サービスの販売が約 16％、移転財源が約 40％となっている 

 

 

 

 

 

 

 



財政調整の仕組み

の概要 

(特徴、配分方法)

○垂直的財政制度（一般補助金とブロック補助金） 

・歳入均等化型 

・平衡交付金（一般補助金）：それぞれの州及び州内の地方政府が代表的な 33 の課税物件に対して全国平均税率で課税したと仮定して課税力の人口１人当たり額を算出し、それ

が一定水準（代表的とみなされる５州の平均）になるまで財政力の弱い州の財源を補てんする。 

・社会関連補助金（CST、ブロック補助金）及び医療関連補助金（CHT、ブロック補助金）：①州支出実績の全国平均額などを基礎として総保障額を設定し、②連邦の個人所得税

額 13.5％分と法人所得税率１％分を減税して、その分だけ州が両税を増税する余地を拡大する「租税移転」（tax transfer）を行い、③総保障額から「租税移転」を差し引い

た額を「現金移転」（cash transfer）する 

④ 
政府

間財

政調

整 

財政調整の状況

（実態） 
○ 2 種類の補助金による財政調整 

・平衡交付金制度は、住民の年齢構成や所得・資産水準、人口分布状況や気象・地形などの自然条件によって人口１人当たりの財政需要が地域ごとに異なることを考慮してい

ない。そのため、「州政府が合理的にみて同等な水準の税制をもっていれば合理的にみて同等な水準の公共サービスを供給できるように十分な収入を得ることを保障する」と

いう憲法上の目標を達成するには不十分。 

・ブロック補助金である CST と CHT については課税力の小さい州のほうが人口１人当たり「現金移転」は多いので、財政力格差を縮小させる財政調整的な要素を含んでいる。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○財政均衡の原則 

・財政均衡の原則は特に憲法で定められてはいない。オンタリオ州の場合、地方公共団体は毎年、州に対し財務報告が義務付けられている。 

・連邦の借入額は 330 億カナダドル（2004－5 年、歳出の 16.3％）、州の借入額は 260 億カナダドル（2004－5年、歳出の 11％）、地方公共団体の借入額は 20 億カナダドル（2004

－5 年、歳出の 3％）。 

・カナダ一般政府の借入残高は 7945 億カナダドル（2003 年、対 GDP 比 65.3％）。連邦の借入残高は 5233 億カナダドル（2005 年）、州の借入残高 2633 億カナダドル（2004 年）、

地方公共団体の借入残高 121 億カナダドル（2002 年）。 

地方債の発行状況 ・地方債発行規模は地方歳入の 13％程度。州の借入高は地方自治体の借入高の 10 倍程度で地方債発行の主体は州債（2002 年前後）。 

地方債の発行範囲
（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ有無） 

（州債）連邦による規制はとくにない。州により起債のルールが定められている。 

（自治体債）州により起債範囲が定められ、管理を受けるケースが多い。 

    →（州債） 

→（自治体債）資本支出の他、累積赤字の処理や災害復興費に限定 

起債制限 ・州は制限なく自由に内債、外債の起債が可能である。州の借入水準については、市場が非常に重要な規律の役割を果たす。反面、地方自治体の債券発行には州から厳しい制限

が課される。 

・準州については連邦政府が総額を規制している。 

発行に関する 

中央政府の関与 
・憲法第 92 条第 3号は州に「その州の信用のみに基づいて金銭を借り入れる」権限があるものと定め、連邦の関与はない。地方自治体に対しては州の許可が必要な場合が多い。 

地方債発行のﾙｰﾙ ・州は起債に関する規制（上限規制等）は原則として持たない。財政均衡等に関するルールについて 90 年代半ば以降各州が導入。市町村に対しては州が上限規制のルールを設

けているケースが多い。 

危機的自治体に関する 

中央政府の支援 ・州に対する支援措置はない。地方自治体に対しては州が独自に監視・支援制度等を定めている。 

地方政府破産に関する 

ルール 
・定められていない 
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オーストラリア（人口 2,011.1 万人（2004 年 6月 30 日現在）、名目 GDP8,132.3 億豪ドル（2003-04 年度）） 

① 憲法上の地方自治に

関する規定 

（立法権、行政権） 

（州）規定あり 

・連邦憲法第 106 条では、連邦憲法に抵触しない限り州憲法の継続が認められており、第 108 条では、連邦議会の権限事項でも州法は効力を有するとされている。 

（地方）連邦憲法は規定なし 

・連邦憲法には、地方に関する規定はない。 

・州は地方政府法によって地方議会の権限、役割、責任を規定している。 

② 地方自治制度の概要 ○州（State）・準州（Teritory）と地方（二層制） 

・旧英国自治植民地であった州（6）とそれらの州と同様の権限を持つ準州（2）が存在する。 

・州の下部組織として地方政府（721）が存在する（2003-04 年度、連邦交通・地域サービス省の分類による）。 

・州の所掌事務は、教育、警察、保健医療、交通、道路、地方政府の監督など。 

・地方の所掌事務は、地方道路、上下水道、ごみ収集、建築規制、公衆衛生管理など。 

・州は連邦の専管的権限と州に禁止された権限以外の留保権限を保有している。 

・地方の業務は州によって異なる。 

③ 地方財政の現状 

（歳出規模、歳出歳

入の構成（特に医

療、教育）） 

地方税制の現状 

（課税権（課税ﾍﾞｰｽ、

税率、新税目等の

設定権限）） 

○州・地方の歳出規模 

・政府消費支出・総投資に占める州・地方支出の割合は 61.4%（2004-2005 年度） 

・国民負担率は 31.6%（租税負担率 31.6%、社会保障負担率 0%）（2003 年） 

○歳出の構成 

・一般政府支出総額は 3,162.6 億ドル 、対 GDP 比 35.5 %、連邦の一般政府支出は 2,307.9 億ドル、対 GDP 比 25.9%、州の一般政府支出は 1,251.7 億ドル 14.0%、地方の一般政

府支出は 194.4 億ドル、対 GDP 比 2.2%（政府間財政移転を含む、2004-2005 年度）。 

・補助金収入を除く一般政府歳入比は連邦：州：地方が 73:22:6、補助金支出を除く政府歳出比は 54:38:6 （2004-05 年度） 

・州歳出の構成は、教育 26.7%、保健医療 24.4%、交通・通信 9.6%、公債費・退職年金支出 4.75%（2003-04 年度、借入は歳入に含まれない）。 

・地方歳出の構成は、交通・通信 24.9%、住宅・居住環境整備 24.0%、レクリエーション・文化 14.9%（2003-04 年度、借入は歳入に含まれない）。 

○州・地方の課税権 

・州は税目、税率、課税標準の設定に関して課税自主権を有している。ただし、連邦憲法第 90 条の規定により、関税、内国消費税および物品の生産または輸出に対する奨励金

の賦課は連邦の専属的権限とされているため、州は一般消費税を賦課することができない。 

・州によって、地方財産税の税率に対前年度上昇率の上限等の規制を課す場合がある。 

○課税ベースの特徴（州は賃金課税＋資産課税中心型、地方は資産課税中心型） 

・1942 年以降、州は所得税を再導入しておらず、賃金税、土地税、印紙税、賭博税、自動車税などの規模の小さい税を多く用いている。 

・地方税はほぼすべてが財産税（レイト）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政調整の仕組み

の概要 

（特徴、配分方法）

○垂直的財政調整制度 

・連邦から州に対して、一般補助金である GST 交付金や特定補助金を用いた垂直的財政制度が存在する。 

・GST 交付金は需要考慮型。 

・GST 交付金は連邦税である財・サービス税の全額が原資である。配分は州人口を第一の基準としており、さらにその配分を州の歳出と歳入の両面に関する非政策的な要因で調

整している。各州への配分割当は連邦交付金委員会が勧告する。 

・連邦から地方に対して、一般補助金と特定補助金を用いた垂直的財政制度が存在する。ただし、この一般補助金は州に対する特定補助金として交付されて、州を経由して地方

に配分される。 

④ 
政府

間財

政調

整 

財政調整の状況

（実態） 
・GST 交付金の配分は広義の水平的財政調整を目的としており、これは「1999 年連邦・州間財政関係の改革に関する政府間協定」の付録 B1 に規定されている。また、各州への

配分割当は連邦交付金委員会が勧告にもとづくことは同協定付録 B2 に規定されている。 

・GST 交付金の総額は一定であり、各州の受領額は配分方法によって決まることから、財政力が強く交付金受領額が人口比例分よりも少ない州は配分方法の見直しを求めている。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○なし 

・連邦から州・地方に対する財政統制はない。 

 

地方債の発行状況 ・純債務は 一般政府合計が-216.5 億ドル、対 GDP 比 -2.4%、連邦一般政府が 86.9 億ドル、対 GDP 比 1.0%、州一般政府が-213.4 億ドル、対 GDP 比-2.4%、地方が-36.8 億ドル、

対 GDP 比-0.4%（2005 年 6 月 30 日現在） 

地方債の発行範囲
(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙの有無) 

・連邦による規制は特になし。 

起債制限 ・公債協議会の決定による。 

発行に関する 

中央政府の関与 
・連邦と州は、年一回開催される公債協議会に借入予定額を持ち寄り、各地域の財政状況を勘案して借入限度総額を決定している。しかし、1995 年以降は州による起債の制限

や借入の事前許可制度が廃止されており、協議会が果たしている役割は主に財政の透明性を高めることである。 

・地方の借入予定額も公債協議会の借入予定額に含まれる。 
地方債発行のﾙｰﾙ ・州は各年度が始まる前に公債協議会に借入予定額を持ち寄ることが財政協定により決まっている。 
危機的自治体に関する 

中央政府の支援 ・定められていない。 

地方政府破産に関する 

ﾙｰﾙ 
・定められていない。 

⑥ 

地

方

債 

・ 

破

綻

法

制 

 

その他  

 



 

ドイツ （人口 8,254 万人（2005 年）、名目 GDP：22,157 億ユーロ（27,511 億ドル,2004 年）） 

① 基本法上の州ならび

に地方の自治に関す

る規定 

（立法権、行政権） 

（州）規定あり（国の行政権を限定列挙・他の権限は州に帰属） 

・「国家の権能の行使及び国家の任務の遂行は、基本法に特段の定めがなく、又は基本法が特に認めていない限り州の所管である」と定められている（基本法第 30 条）。 

このため連邦固有の行政権は、基本法において限定列挙された外交・防衛等に限定される（他は州に帰属）。 

・連邦及び州の立法権については、①基本法が連邦に立法権を与えていない限り州が立法権を有すること、②連邦と州の立法権の範囲は専属的立法権と競合的立法権に関する基

本法の規定に従って決定されること、の２点を明記（基本法第 70 条）。しかし実際には、連邦は専属的立法権を行使するとともに、「連邦領域内の均質な生活環境を創出する

ため」または「国家全体の利益に関わる法的・経済的統一を保持するため」競合的立法権を広範囲にわたって行使しており、州の立法権の行使の余地は限定的。 

（市町村）規定あり（州憲法に定めることを明記） 

・「市町村には、法律の範囲内において、自らの管轄区域内の全ての事項を自己の責任において規律する権利が保障されていなければならない」とされており、連邦は、州憲法

がこの定めに適合することを保障するとされている（基本法第 28 条）。市町村の地方自治について定める権限は州にある。 

② 地方自治制度の概要 ○州（Land）－郡（Kreis）－市町村（Gemeinde）の三層制 

・州（13）と都市州（3）があり、州の下に郡（323）と郡格市（116）が、郡の下に市町村（12311）が存在する（2004 年）。 

・州には教育制度、文化政策について立法権を有し、地方自治法や警察法についても立法権がある。 

③ 州財政・地方財政の

現状 

（歳出規模、歳出歳

入の構成（特に医

療、教育）） 

地方税制の現状 

（課税権（課税ﾍﾞｰｽ、

税率、新税目等の

設定権限）） 

○地方公共団体の歳出規模 

・2003 年度のドイツ一般政府（社会保険除く）の総支出は 5,089 億ユーロ（対 GDP 比 23.0％）、総収入は 4,396 億ユーロ（同 19.8％）。差額は純借入金等。 

・一般政府の支出（社会保険除く）の内訳は、経常支出 85.1％、資本支出 14.9％（支出に占める純借入金の割合 12.4％）。連邦の支出の内訳は、経常支出 90.7％、資本支出 9.3％

（支出に占める純借入金の割合 13.8％）。州の支出の内訳は、経常支出 86.2％、資本支出 13.8％（同 9.1％）。市町村の支出の内訳は、経常支出 82.5％、資本支出 17.5％、（同

0.9％）。 

・連邦の支出は 2,807 億ユーロ（一般政府の 55.2％,対 GDP 比 12.7％）、州の支出は 2,586 億ユーロ（同 50.8％,同 11.7％）、市町村の支出は 1,498 億ユーロ（同 29.4％，同 6.8％）。 

・連邦の収入 2,415 億ユーロ（うち租税等※2,139 億ユーロ,88.6％）、州の収入 2,270 億ユーロ（同 1,617 億ユーロ,71.3％）、市町村の収入 1,413 億ユーロ（同 468 億ユーロ,33.1％）

（※租税及び租税額類似課徴金）。 

・移転前歳入※の連邦：州・市町村比が 51：49（2,139 億ユーロ：2,085 億ユーロ）なのに対し、移転後歳出の連邦：州・市町村比は 41：59（2,807 億ユーロ：4,084 億ユーロ）

（※租税及び租税額類似課徴金）。 

・2002 年度の州歳出の構成は、教育 29％（うち学校 19％、大学 9％、他 1％）、一般補助金（支出－収入）27％、治安維持 14％、社会保障 11％、他 19％。 

・2002 年度の市町村歳出の構成は、社会保障 32％、住宅 15％、行政 11％、教育 10％（うち学校 8％、他 2％）、他 32％。 

○地方公共団体の課税権 

・州、地方の課税に関する立法権限は基本法第 105 条に、税収入の配分は基本法第 106 条に明記。州税は連邦法で税率が一律に定められることとされ、州独自の税率設定は不可。

州税に関する連邦法の制定には連邦参議院の同意が必要（州は自らの税に関する立法過程に関与）。市町村税は共有税を除き税率設定が可能である他、独自に税目の設定も可

能。 

○課税ベースの特徴（州は「個人所得課税＋消費課税中心型」、市町村は「法人所得課税中心型」） 

・州税は付加価値税、個人所得税が中心、市町村税は営業税がおよそ半分を占め、他に個人所得税、不動産税がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政調整の仕組み

の概要 

（特徴、配分方法）

○垂直的財政制度と水平的財政調整制度が並存 

・歳入均等化型（特別需要考慮あり） 

・連邦から州へ交付される連邦補足交付金(Bundesergänzungszuweisungen)と、財政力に基づく州間の調整交付金（Ausgleichszuweisungen）がある（基本法 107 条第 2項）。 

・共有税である付加価値税の各州への分配は、人口や州の財政力等の指標に従って行われることから、付加価値税の分配も財政調整的な役割がある。 

・①付加価値税の配分、②調整交付金による水平調整、③連邦補足交付金による垂直調整の順序で調整。 

④ 
政府

間財

政調

整 

 

 

財政調整の状況

（実態） 
○ 3 段階の財政調整 

・上記①では 72 億ユーロが配分され、②では 66 億ユーロが水平調整で配分され、③では 152 億ユーロが連邦から交付されている。③には旧東ドイツ特別需要交付金（105 億ユ

ーロ）等が含まれる。その他に、特定交付金 88 億ﾕｰﾛが連邦から州へ配分されている（いずれも 2003 年実績）。 

・2005 年から新しい財政調整制度が施行された。①で付加価値税を配分した後、②で所定の計算法に従って財政力のある州から調整負担金を集め、（調整額測定値－課税力測定

値）×（（課税力測定値／調整額測定値）に応じ 44～75％の間で逓減比例的に計算される割合）を財政力の乏しい州に調整交付金として配分する。その後、③連邦補足交付金に

より、調整額測定値の 99.5％に満たない部分の 77.5％が交付される（※調整額測定値：人口、税収等を基に算出される必要額を表す値，課税力測定値：人口、税収等を基に算

出される課税力を表す値）。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○財政均衡の原則あり 

・「連邦と州は財政的に独立しており、原則的に自己責任において財政運営しなければならない」と定められている（基本法第 109 条第 1項）。地方債は資本支出に限定（基本法

第 115 条）。 

（以下、ﾉﾙﾄﾗｲﾝｳﾞｨｽﾄﾌｧｰﾚﾝ州） 

①州は市町村の予算を公布前に確認、②州は収支不均衡の郡と市町村に「財政均衡計画」の策定を義務付け、認可、③州は郡と市町村に対し、命令、代執行等を行える。 

地方債の発行状況 ○連邦と州の借入残高は年々増加、市町村はほぼ財政均衡 

・一般政府の歳入不足分を補う純借入金は 629 億ﾕｰﾛ（総歳出（※社会保障を除く）の 12.4％）、連邦の歳入不足分を補う純借入金は 386 億ﾕｰﾛ（連邦歳出の 13.8％）、州の歳

入不足分を補う純借入金は 234 億ﾕｰﾛ（州歳出の 9.1％）、市町村の歳入不足分を補う純借入金は（市町村歳出の 0.9％）（2003）。 

・ドイツ一般政府の借入残高は 13,950 億ﾕｰﾛ（対 GDP 比 63.0％）。連邦の借入残高 8,030 億ユーロのうち連邦債は 95％、州の借入残高 4,429 億ﾕｰﾛのうち州債は 41％、市町村の

借入残高 843 億ﾕｰﾛのうち市町村債は 1％未満（2004） 

地方債の発行範囲

(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ有無)
（州債）原則として投資支出、借換に限定されるが、経済財政状況によっては赤字地方債の発行も可能（基本法第115条と同趣旨の州法）。 

（市町村債）投資支出、借換に限定し、かつ財源手当の手段が他にない場合に限り起債が可能（州憲法、州法）。 
起債制限 ・連邦は連邦、州、市町村の予算法等における借入額を制限する政令を定められる（経済安定成長促進法 19 条）。 

発行に関する 

中央政府の関与 
・基本的に連邦の関与はない（基本法 109 条）。 

・市町村に対しては州の関与あり。州が発行総額を包括的に許可（州憲法、州法）。 
地方債発行のﾙｰﾙ ・州債については上の起債制限以外にルールなし。市町村債については州が起債許可にあたり歳出の削減等の条件を付与する場合がある（州憲法、州法）。 
危機的自治体に関する 

中央政府の指導・支援 ・定められていない。 

・過去に特別連邦補足交付金（財政再建特別補足交付金）が交付されたことがある（基本法104a条4項，1992年5月27日憲法裁判判決）。 

・市町村についても州の監督ならびに州からの支援が行われる場合がある（州法）。 
地方政府破産に関する 

ﾙｰﾙ 
・定められていない 

⑥ 

地

方

債 

・ 

破

綻

法

制 

・ 

監

査

制

度 

監査制度ならびに 

監査人個人の責任追

及 

・市町村の監査を行う機関として、市町村会計検査院（内部検査機関）、州会計検査院（外部検査機関）、広域検査組合（外部検査機関）がある。 

・市町村議会が責任を負う（市町村長は受検側の代表者） 

 



 

（参考）日本 （人口 127,757 千人、名目 GDP：502.9 兆円（47,991 億ドル、2005 年）） 

① 憲法上の地方自治に

関する規定（立法権、

行政権） 

○規定あり（地方の権限内容は個別法に授権） 

・「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定められている（憲法 94 条）。 

・また、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。」（憲法 92 条）とされ、国と地方の役割分担は、地方自治法等の

各法律に授権されている。 

② 地方自治制度の概要 ○都道府県－特別区・市町村の二層制 

・都道府県（47）があり、都道府県の下に特別区（23）と市町村（1820）が存在（2006 年 4 月）。 

③ 地方財政の現状 

（歳出規模、歳出歳

入の構成（特に医

療、教育）） 

地方税制の現状 

（課税権（課税ﾍﾞｰｽ、

税率、新税目等の

設定権限）） 

○地方公共団体の歳出規模 

・一般政府（地方・社会保障基金含む）（SNA,2002 年）の総支出は 190.1 兆円（対 GDP 比 38.2％）、総収入（公債金収入を除く）は 150.8 兆円（同 30.3％）。差額は公債金収入

等（総支出に占める差額の割合は 20.7％）。 

・国の歳出（一般会計）は 83.7 兆円（対 GDP 比 16.8％、公債金収入の割合 35.9％）、都道府県の歳出（普通会計）は 50.5 兆円（同 10.1％、同 14.1％）、市町村の歳出（普通会

計）は 50.4 兆円（同 10.3％、同 11.6％）（2002 年）。 

・国の歳入（一般会計）は 87.3 兆円（うち租税 42.5 兆円,50.7％）、都道府県の歳入（普通会計）は 51.4 兆円（同 35.1 兆円,68.1％）、市町村（普通会計）の歳入は 51.8 兆円

（同 34.8 兆円,67.1％）（いずれも 2002 年）。 

・国税収と地方税収の比は 38：62（42.5 兆円：69.9 兆円）なのに対し、財政移転後の国の歳出と地方の歳出の比は 45：55（83.7 兆円：103.2 兆円）。 

・国の歳出（一般会計）の構成は、社会保障関係費 23.9％（社会保険費 18.2％、社会福祉費 2.3％、生活保護費 2.2％）、地方交付税交付金 19.9％、国債費 18.9％、公共事業

11.4％、文教・科学振興費 7.9％、防衛 6.0％、その他 12.0％（2003 年）。 

・都道府県の歳出の構成は、教育費 23.4％、土木費 18.1％、農林水産業・商工費 14.3％、公債費 13.1％、民生費・労働費 9.4％、他 21.7％（2002 年）。 

・市町村の歳出の構成は、民生費・労働費 22.7％、土木費 17.6％、公債費 13.0％、総務費 12.4％、教育費 11.7％、衛生費 10.0％、他 12.6％（2002 年）。 

○地方公共団体の課税権 

・道府県、市町村の独自税目の創設権は、地方税法に明記（法定外普通税、法定外目的税）。また、税率は、法定普通税と法定目的税とも、標準税率（地方税法第 1条第 1項第

5号）が定められているものの、道府県・市町村独自に税率の設定は可能。ただし、地方税法上、都市計画税など一部の税目において上限税率が設定されているものも存在。

標準税率未満とすると起債制限を受ける（地方財政法第 5条の 4④、附則第 33 条の 7） 

○課税ベースの特徴（都道府県は「個人所得課税＋法人所得課税中心型」、市町村は「個人所得課税＋資産課税中心型」） 

・都道府県の税収割合は、道府県民税と事業税が約半数を占め、他に地方消費税などがある。また、市町村の税収割合は、市町村民税と固定資産税が約 9割を占め、他に都市計

画税などがある。 

※歳出、歳入は一会計年度内に行われる一切の現金の支出、収入を意味するため、地方交付税、都道府県支出金やゴルフ場利用税のように、国と地方公共団体間、あるいは地方

公共団体間での移転を二重に計上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財政調整の仕組み

の概要 

（特徴、配分方法

等） 

○垂直的財政制度のみ存在 

・需要考慮型（基準財政差額補填方式） 

・国からの財政調整には、地方交付税交付金、地方譲与税､地方特例交付金の３つの一般交付金が存在。 

・特に、地方交付税交付金は、地方公共団体の財政力の格差を是正し、各地方公共団体が一定の水準の行政サービスを維持できるよう財源を保障する「財政調整機能」と「財源

保障機能」を有している。 

・なお、地方交付税交付金の総額は、国の所得税・法人税・消費税等に地方交付税法に基づいた一定割合を乗じた額を基本に、その年の地方財政計画に基づいて決定。また、各

地方公共団体の地方交付税額は、基準財政需要額（人口や面積など共通の尺度を基に算出した各団体の標準的な財政需要）から基準財政収入額（標準的な税収見込み額の一定割

合）を除いた額をもとに決定。 

④ 

政

府

間

財

政

調

整 

財政調整の状況

（実態） 
○地方交付税交付金の算定に内在する問題 

・地方交付税交付金の算定において、基準財政需要額に、地方債の元利償還金の一部を算入しているため、地方公共団体の財政効率化に関する努力を阻害しているとの指摘があ

る。 

・また、基準財政収入額に、地方公共団体が独自に課税する法定外税や地方税法の規定を超える超過課税分が含まれないため、地方公共団体の自主財源確保に関する努力を阻害

しているとの指摘がある。なお、基準財政収入額の算定には、都道府県税、市町村税の標準税率（または一定税率）に 75／100 を乗じた税率（基準税率）が用いられている。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○経常勘定収支均衡の原則あり 

・「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。」（地方財政法第 5条）と定められている。ただし、投資的経費については地方債の発

行可能。 

地方債の発行状況 ・地方債発行規模は地方歳入の 13％程度。都道府県 15％、市町村 12％程度となっている（2002 年）。 

 

地方債の発行範囲

(ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ有無)

 

・原則として投資的経費（建設事業費等）に限定されるが、特別減税による減収等の場合には経常的経費のための発行も行われる。 

起債制限 ○制限あり 

・起債制限比率が一定割合を超えると地方債の発行が制限される（起債制限比率 20%以上＝単独事業に係る地方債の発行が原則不許可、起債制限比率 30%以上＝災害復旧事業等

を除き、原則として地方債の発行が不許可）。ただし、「起債制限比率」とは、公債費に充当された一般財源の額が標準財政規模（標準税率により算出された地方税に普通交付税

等を加えた一般財源の規模）に占める割合をいう。 

発行に関する中央

政府の関与 
○2006年度に許可制から協議制に移行 

・地方債を発行する場合、都道府県は総務省、市町村は都道府県に協議。 

・協議において総務省または都道府県が同意をした地方債のみ、その元利償還金の地方財政計画への算入、また、公的資金による引受けが可能。 

地方債発行のﾙｰﾙ ・基本的に、総務省が地方債発行の監督、統制を行なう。 

危機的自治体に関

する中央政府の指

導・支援 

・地方財政再建制度による再建支援がある。 

・地方公共団体は、前年度決算の赤字比率（実質収支/標準財政規模）が一定規模（道府県は5%、市町村は20%）に達した場合には財政再建団体に指定。この場合、財政再建計画

を作成して財政の再建（=赤字の解消）を行なわなければ、地方債の発行が原則としてできない。 

地方政府破産に関

するﾙｰﾙ 

・定められていない（公社・3セク等で特定調停制度が使われている）。 

監査制度ならびに 

監査人個人の責任追

及 

（内部監査）監査委員の審査（地方自治法 195 条） 

（外部監査）都道府県、政令指定都市、中核市に義務付け（地方自治法 252 条 28） 

・監査人個人の責任追及なし 
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