
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考資料〉 

欧州３カ国の地方財政制度 

イギリス・フランス・イタリア・（参考）日本 



 

イギリス（人口 6,044 万人（2005 年 7 月）、名目 GDP：12,162 億ポンド（22,950 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） 

○規定なし（規定はないが地方公共団体の権限は国会の法律によって限定列挙） 

・そもそも成文憲法が存在しない。 

・地方団体は中央政府によって設立され、その役割は中央政府が制定する法律によって厳格に規定されている。 

・スコットランド、ウェールズ、北アイルランドはそれぞれの地域について個別に規定した法律がある 

② 地方自治制度の概要 ○ 二層制の地域：県（county）－市（district）、一層制の地域：ロンドン区（London Borough）－大都市ディストリクト（metropolitan district）－市町村（unitary） 

・イングランドでは二層制の地域と一層制の地域の両方が並存、その他の地域は一層制 

・二層制の地域は34の県(county)と238の市(district） 

・一層制の地域は 23 のロンドン区(London borough）と 36 の大都市ディストリクト(metropolitan district)の大都市のほかに、県と市が統合された 46 の統合自治体(unitary)が

存在 

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（United Kingdom National Accounts ‒ The Blue Book 2005 から計算） 

・2003 年度イギリス一般政府（政府内での移転を除く）の総支出は 4708 億ポンド（対 GDP 比 42.6％）、総収入は 4340 億ポンド。＜社会保険を除いた場合、総支出 4362 億ポンド（対

GDP 比 37.2％）、総収入 3976 億ポンド） 

・一般政府の支出の内訳は、経常支出 94.6％、資本支出 5.4％（支出に占める純借入金の割合 7.8％）。中央政府の支出の内訳は経常支出 95.5％、資本支出 4.5％、地方公共団体の

支出の内訳は、経常支出 95.0％、資本支出 5.0％＜社会保険を除いた場合は、一般政府の支出の内訳は、経常支出 93.8％、資本支出 6.2％（支出に占める純借入金の割合 14.6％）。

中央政府の支出の内訳は経常支出 94.8％、資本支出 5.2％、地方公共団体の支出の内訳は、経常支出 95.0％、資本支出 5.0％＞ 

・中央政府の支出は 4363 億ポンド（一般政府の 92.6％、対 GDP 比 39.4％）、地方公共団体の支出は 1198 億ポンド（同 25.4％、対 GDP 比 10.8％）＜社会保険を除いた場合、中央政

府の支出は 3769 億ポンド（一般政府の 91.6％、対 GDP 比 34.1％）、地方公共団体の支出は 1198 億ポンド（同 25.4％、対 GDP 比 10.8％）＞ 

・中央政府の収入 3977 億ポンド（うち自主財源＜租税＋社会保障拠出＞3810 億ポンド、自主財源比率 95.8％）、地方公共団体の収入 1216 億ポンド（うち自主財源＜租税＞187 億

ポンド、自主財源比率 15.4％）＜社会保険を除いた場合、中央政府の収入 3150 億ポンド（うち自主財源＜租税＞2940 億ポンド、自主財源比率 93.3％、地方公共団体の収入 1216

億ポンド（うち自主財源＜租税＞187 億ポンド、自主財源比率 15.4％）＞ 

・調整前歳入の国：地方比が約 20：1（3810 億ポンド：187 億ポンド）であるのに対して、調整後歳出の国：地方比は約 3.5：1（4363 億ポンド：1198 億ポンド）＜社会保険を除い

た場合、約 16：1（2940 億ポンド；187 億ポンド）であるのに対して、調整後歳出の国：地方比は約 3：1＞ 

 ⇒イギリスの制度設計を考えた場合、移転は「調整」というより財源保障なので、この問いは若干問題あり 

・地方公共団体の歳出構成は、最も大きいものが教育と社会福祉（Social Protection）がそれぞれ 30％ずつで、約 11％の治安維持がそれに続く 

○地方公共団体の課税権 

・地方税は基本的に固定資産に対する課税であるカウンシル税のみで、年間の歳出が決定された後、中央政府からの移転額を考慮して税率決定 

・地方自治体はカウンシル税の税率について裁量を持つが、新たな税目を創設することはできない 

○課税ベースの特徴（地方公共団体は「資産課税中心型」 

・地方税は資産課税のみ、事業用の資産に対する課税（non-domestic rate）は日本の地方譲与税のようなかたちで地方公共団体に配分される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

・需要考慮型を採用 

・中央政府から地方公共団体に対しては、一般補助金である地方交付金（Revenue Support Grant）がある（1988 年地方自治法）。そのほかに、警察経費の 51％を補填する警察補助

金（Police Grant）など特定補助金が存在 

・現在の制度である地方交付金 Revenue Support Grant(RSG)は、行政需要に係る費用・当該地域における租税力を比較し、その差額を一般財源として補充する 

・総額は標準支出総額（TSS）から標準的なカウンシル税、ノン・ドメスティックレイト、特定補助金を差し引いたかたちで決定される。 

・各地方自治体に交付される際にはその「標準支出査定額」（SSA）から各地方政府の標準的なカウンシル税とノン・ドメスティックレイトの和を控除した額によって算定 

・標準支出査定額は，教育，社会福祉，警察，消防，道路維持，環境・治安・文化，資本財政の 7 つのブロックで，各指標に中央政府が決めた単位費用を乗ずることで求められ，

地方公共団体の社会経済的条件や地理的条件によって補正がかけられる 

④ 
政府

間財

政調

整 

財政調整の状況

（実態） 
○自前の地方財源だけで歳出を賄うことができる自治体はない 

・地方歳入のうち、地方税が占める割合は全体の約 15%、手数料など自主財源全体で 30% 

・補助金のうち、一番大きいものは地方交付金 RSG で、補助金全体の約 1/3 を占めている 

・従来特定補助金の割合は小さかったが、近年地方公共団体が所掌する業務に関して政府がその経費の一部を給付する補助金(AEF 内補助金)の伸びが著しい 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○キャッピング制度 

・地方政府の予算の伸び率の上限を設定する制度だが、キャッピング制度自体は 1999 年地方自治法によって廃止 

・現在は過度な地方税率上昇を抑えるために、目安となる税率上昇率を中央政府が公表、税率の制限も可能 

・借入・地方債は認可制であったが、政府の定めた Prudential Rule に従うことを前提に地方公共団体が自由に行うことが可能になる（2003 年地方自治法） 

地方債の発行状況 ・地方債発行規模は地方歳入の 3％程度と低いが、地方公共団体の財政規模が小さいこともあり、資本支出の財源としてはおよそ 3割を占める（2000 年）。 

 

地方債の発行範囲

（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ有

無） 

・地方公共団体の借入は資本支出に限定されている（ただし短期借入は除く：1989 年地方自治・住宅法） 

起債制限 ・国全体の経済環境に応じて地方公共団体の借入を制限する権限を中央政府は留保しているが、2003 年地方自治法以降地方政府の借り入れは大幅に自由化 

発行に関する中央

政府の関与 
・国による許可制度がとられていたが、2003 年自治法により許可制度の緩和が進み、公認公共財務会計協会 the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy（CIPFA）

によって作成された Prudential Code にしたがって，中央政府からの追加的な援助なしに債務を管理することができると評価される限りにおいて，投資のための借入を自由に行う

ことができるようになった 

地方債発行のﾙｰﾙ ・債務残高上限規制、債務返済準備金の積立義務、起債上限規制、資本支出財源への限定等の規制がある 

危機的自治体に関

する中央政府の支

援 

・財政危機への予防措置は上記の数多くのメニューによってはかられている。 

 

地方政府破産に 

関するルール 
・定められていない 

 
監査制度ならびに 

監査人個人の責任追

及 

（内部監査）地方自らの財政部局による 

（外部監査）国・地方から独立した監査委員会（Audit Commission） 

・監査委員会も国の会計検査院 NAO によって監査を受ける。 

⑥ 

地

方

債 

・ 

破

綻

法

制 

・ 

監

査

制

度 

その他 内債については、発行可能額を政府が毎年許可する。中央銀行からの借り入れは認められず、期間や約束手形等様々な観点から制限が課されることもある。外債発行には財務省

（Treasury）の同意が必要（実際はＥＵ施策関連以外での外債はほとんどない）。 

 

 



 

フランス（人口 6,019 万人（1999 年）、GDP1 兆 6484 億€（2004 年）※CLC） 

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（地方公共団体の権限は法律事項） 

・第 34 条では、地方公共団体の行政、権限及び財源が法律によって定められるとしている。 

・第 72 条では共和国の地方公共団体の定義として、コミューン、県、州、海外地方公共団体としている。また、その運営は選挙により選ばれた議員からなる議会によって自由に

運営されることが保障されている（第三項）。 

・第 72 条の 2では、財源について地方公共団体は法律の定める範囲で課税標準及び税率を決定することができる（第二項）。 

② 地方自治制度の概要 ○州（région）―県（département）―コミューン（commune） 

・州は 26 団体（うち海外州 4団体）、県は 100 団体（うち海外県 4団体）、コミューンは 37,784 団体（うち海外コミューン 214 団体）が存在する（2005 年現在）。 

・複数のコミューンが業務を行うために、コミューン間の組合や共同体が多く設立されているほか、大都市（パリ、リヨン、マルセイユ）のコミューンでは区制度が敷かれてい

る。 

・州の所管事務は経済開発、職業訓練等。県の所管事務は社会福祉（現金給付・現物給付）、中学校施設の建設・整備・管理等。コミューンの所管事務は都市計画、小学校施設の

建設・整備・管理等。 

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）） 

○地方公共団体の財政規模（2004 年度） 

・一般政府総支出は 8719 億€（うち中央政府 4134 億€、地方政府 1662 億€）、総収入は 8262 億€（うち中央政府 3713 億€、地方政府 1768 億€）を計上。対 GDP 比で見ると一般

政府総支出は 52.9％（うち中央政府 25.1％、地方政府 10.1％）、総収入は 50.1％（うち中央政府 22.5％、地方政府 10.7％）となっている（※データは GFS）。 

・地方公共団体（コミューン、県、州とする）の歳出合計は 1529 億€（経常部門支出が 994 億€、投資部門支出が 535 億€）である。また歳入合計は 1526 億€（経常部門収入が

1224 億€、投資部門支出が 303 億€）である。対 GDP 比でみると、歳出合計が 9.3％（経常部門支出 6.0％、投資部門支出 3.2％）で、歳入合計 9.3％（経常部門収入 7.4％、投資

部門収入 1.8％）である（※データは CLC）。 

・地方公共団体の歳出 1529 億€のうち、コミューンの歳出が 815 億€（経常部門支出が 533 億€、投資部門支出が 282 億€）、県の歳出が 539 億€（経常部門支出が 369 億€、投

資部門支出が 170 億€）、州の歳出が 175 億€（経常部門支出が 92 億€、投資部門支出が 83 億€）である。地方公共団体の歳出に占める割合をみると、コミューンの歳出が 53.3％

（経常部門支出が 34.9％、投資部門支出が 18.4％）、県の歳出が 35.3％（経常部門支出が 24.1％、投資部門支出が 11.1％）、州の歳出が 11.4％（経常部門支出が 6.0％、投資

部門支出が 5.4％）である（※データは CLC）。 

・歳出構成は、州の歳出のうち、25.2％が交通、21.7％が教育、17.4％が職業訓練、8.5％が経済開発である。県の歳出のうち、26.1％が社会福祉（手当を除く）、19.1％が手当

（生活保護及び老人へ自立支援手当）、11.1％が上下水道・道路等のインフラ整備、7.7％が教育である。コミューン（10,000 人以上）の歳出のうち、24.7％が一般行政サービ

ス、20.3％が都市・環境整備、19.1％がスポーツ及び文化、12.8％が教育施設整備である（※州及び県のデータは CLC、ただし 2005 年の当初予算ベース、コミューンのデータは

FCP で、2004 年決算ベース）。 

・地方公共団体の歳入 1526 億€のうち、コミューンの歳入が 816 億€（経常部門収入が 644 億€、投資部門収入が 172 億€）、県の歳入が 536 億€（経常部門収入が 444 億€、投

資部門収入が 92 億€）、州の歳入が 174 億€（経常部門収入が 136 億€、投資部門収入が 38 億€）である。地方公共団体の収入に占める割合をみると、コミューンの歳入が 53.5％

（経常部門収入が 42.2％、投資部門収入が 11.3％）、県の歳入が 35.1％（経常部門収入が 29.1％、投資部門収入が 6.0％）、州の歳入が 11.4％（経常部門収入が 8.9％、投資

部門収入が 2.5％）である（※州及び県のデータは CLC）。 

・自主財源比率（地方税/歳入総額）は地方全体で 42.6％（※データは GFS）、コミューン 44.8％、県、50.9％、州 31.6％を占める（※データは CLC）。 

・国と地方の税収の比率は 8：2（国の税収 2955 億€、地方の税収 754 億€）、移転等により最終的に、国と地方の歳出の比率は 7：3（国の歳出 3713 億€、地方 1768 億€）（※

データは GFS）。 

○地方公共団体の課税権 

・従来から地方公共団体は法律の定める範囲で税率操作権が認められている。2003 年の憲法改革によって地方公共団体は法律の定める範囲内で課税標準の設定ができるようにな

ったが、地方公共団体の裁量の余地は狭い。また、地方公共団体が新たな税目（日本でいう法定外税）を新設することはできない。 

○課税ベースの特徴 

・州、県、コミューンいずれも資産課税が中心。地方全体の税収に占める、固定資産にかかる地方税収の割合は 77.0％、財及びサービスにかかる税収の割合は 15.9％、給与及び

労働にかかる税収の割合は 6.6％（※データは GFS）。 



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 

・経常・投資部門、制度改革、税制改革に応じて様々な国交付金が創設される。地方財政で大きなウェイトを占める交付金として、経常費総合交付金（DGF）、地方分権化一般交

付金（DGD）、建設整備費総合交付金（DGE）等がある。補助金の 9割以上が一般補助金である。 

・DGF をはじめとする経常部門への補助金の総額はその伸び率が実質 GDP の伸び率にリンクしており、DGE をはじめとする投資部門への補助金の総額のその伸び率が公的資本形成

の伸び率にリンクしている。 

・個別団体への配分額もマクロ経済指標と連動したかたちで増減させるものもあれば、地方財政委員会（CFL）と呼ばれる第三者機関が個別団体への配分額の決定に関与する交付

金もある。 

・国交付金総額の約 6割を占める、経常費総合交付金（DGF）は複数の交付金から構成されている。各交付金は算定方法が異なり、地方公共団体の人口規模と面積によって決定さ

れる交付金（定額交付金）と、個別の地方公共団体の態様を考慮して決定される交付金の 2つ交付金に分けられる。さらに、後者は複数の交付金に細分される（コミューン、県、

州によってこの交付金の種類は異なる）。 

④ 
政府

間財

政調

整 

財政調整の状況（実

態） 
○ 独立した機関による交付金額の算定 

・歳入に占める補助金の割合は地方全体で 25.2％、コミューンは 23.5％、県は 24.5％、州は 35.6％を占める。投資部門収入に占める同部門向け補助金の割合は地方全体で 36.1％、

コミューンで 38.3％、県で 27.5％、州で 47.4％を占める。 

・権限移譲により創設された補助金の額は、それまで国が当該権限に支出していた額と同額としているが、その額は十分ではないという批判が地方公共団体より上がっている。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○財政均衡の原則あり 

・地方公共団体の予算及び決算について、地方長官（国の出先機関）による事後監督が行われる。 

・①期限を過ぎての当初予算の採択、②実質的な予算収支均衡の不在、③義務的支出の記載欠如、④実行予算赤字、の 4つのケースが生じた場合、地方長官は州会計検査院に当

該案件を付託する。県地方長官は州会計検査院の提言する予算案を執行させる、あるいは独自の予算案を執行させることができる。 

地方債の発行状況 ・地方債発行額の地方全体の歳入に占める割合は 10.0％、経常部門収入に占める割合は 51.0％である。この割合は州・県・コミューンで同程度。元本償還費の資本支出に占める

割合は 30％程度を占める（2004 年）。 

・借入残高は一般政府全体で 9,921 億ユーロ（GDP 比 63.7％）を計上。そのうちコミューンの借入残高は 508 億ユーロ（GDP 比 3.3％）、県は 183 億ユーロ（GDP 比 1.2％）、州

は 78 億ユーロ（GDP 比 0.5％）。 

地方債の発行範囲 ・資本勘定における発行に限定される（地方自治法典 L2331-8 条、L3332-2 条、L4331-3 条）。 
発行に関する中央政

府の関与 
・事前許可制度は 1982 年廃止され、地方長官（国の出先機関）が事後監督を行う。外債の発行については 1999 年まで事前許可制度が残っていたが、廃止された。 

地方債発行のルール

（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ有無） 
・資本勘定と経常勘定の予算均衡原則（地方自治体法典 L1612-4 条）、元利償還費の予算計上（元本を資本勘定、利払いを経常勘定）義務（同 L2321-2、L3321-1、L4321-1 条）、

投資的経費への起債（地方自治法典 L2331-8 条、L3332-2 条、L4331-3 条）が定められている。 

起債制限 ・なし 

危機的自治体に関す

る中央政府の支援 
・財政困難自治体に対する特別助成金制度(総額で年260 万ユーロ程度に過ぎないため非常に限定的)。 

地方政府破産に関す

るルール 

 

・定められていない 

・1980 年代から 1990 年代に複数のコミューンでデフォルトが生じた。国は 1982 年の分権化法成立以降は地方公共団体の債務を肩代わりする義務がないことを示したため、金融

機関は一部債権放棄を実施。 
監査制度ならびに 

監査人個人の責任追及 
・州会計検査院 

・公会計官個人が責任を負う 
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その他 ・地方公共団体は起債よりも増税を選択するケースが多いことと、予算規模が小さいため、地方自治体の地方債発行規模は小さい。1982 年の地方分権改革に伴い、地方政府は内

債の発行が自由化された。地方債発行額の約 95％が証書形式で、公募債の発行はまれ。 

 

 

 



イタリア （人口 5,846 万人（2005 年）、GDP：13,513 億ユーロ（16,778 億ドル,2004 年）） 

① 憲法上の地方自治に

関する規定（立法権、

行政権） 

○規定あり（国の行政権及び国と州の行政権を限定列挙、他の権限はコムーネに帰属） 

・「コムーネ、県、大都市及び州は『固有の憲章、権限、職務を有する自治団体』」と定められており（憲法第114条）、行政権について「統一的な執行を保障するために、補完性、

差異化及び最適性の原則に基づき、県、大都市、州及び国に移譲される場合を除き、コムーネに帰属する」と定められている（憲法第118条）。このため国固有の行政権及び国と州

が共に有する行政権は、憲法に列挙された外交・防衛等に限定される（他はコムーネに帰属）。 

・その他、予算に関する一定の自治権（憲法第 119 条）、組織自治権（憲法第 123 条）等が定められている。 

② 地方自治制度の概要 ○州（regione，20）、県（provincia，103）、コムーネ（comune，8101）の三層制 

・「国の法律または州の法律の上で帰属が明確に規定されている事務を除いて、住民サービス、地域コミュニティ、地域整備および土地の利活用、経済発展に関する事務は、主と

してコムーネに属する」と定められている（地方自治統一法典第 13 条）。 

・「コムーネと県は、補完性の原則 に従い、固有の事務ならびに国法および州法律によって与えられた事務を行う」と定められている（地方自治統一法典第 3条第 5号）。 

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（いずれも 2001 年）  ※2001 年の GDPは 12,185 億ユーロ 

・一般政府（SNA）の歳出 5,934 億ユーロ（対 GDP比 48.7％）、歳入 5,609 億ユーロ（同 46.0％）。 

・一般政府の支出の内訳は、経常支出 61.8％、資本支出 7.6％、負債償還等 30.5％。州の支出の内訳は、経常支出 82.6％、資本支出 15.0％、負債等償還 2.5％。県の支出の内訳は、

経常支出 64.3％、資本支出 31.2％、負債等償還 4.5％。コムーネの支出の内訳は、経常支出 60.2％、資本支出 32.2％、負債等償還 7.6％。 

・中央政府の歳出は3,427億ユーロ（一般政府の57.8％、対GDP比28.1％）、地方政府の歳出は1,836億ユーロ（同30.9％、同15.1％）。地方政府のうち、州の歳出は1,295億ユーロ（同21.8％、

同 10.6％）、県の歳出は 84 億ユーロ（同 1.4％、同 0.7％）、コムーネの歳出は 711 億ユーロ（同 12.0％、同 5.8％）。 

・中央政府の収入 3,097 億ユーロ（うち税収 2,843 億ユーロ,91.8％）、地方政府の収入 1,805 億ユーロ（同 774 億ユーロ,42.9％）。地方政府のうち、州の収入 1,301 億ユーロ（同

431 億ユーロ,33.1％）、県の収入 91 億ユーロ（同 35 億ユーロ,38.5％）、コムーネの収入 711 億ユーロ（同 172 億ユーロ,24.2％）。 

・移転前歳入（税収）の国：地方比が 79：19（2,843 億ユーロ：774 億ユーロ）なのに対し、移転後歳出の国：地方比は 65：35（3,427 億ユーロ：1,836 億ユーロ）。 

・州歳入の構成は、移転収入 61％、税収 33％、起債・借入等 5％、その他 1％。県歳入の構成は。移転収入 40％、税収 39％、起債・借入等 10％、その他 11％。コムーネ歳入の構

成は、移転収入 39％、税収 24％、起債・借入等 11％、その他 26％。 

・州歳出の構成は、移転支出 83％、人件費 4％、財・サービス購入費 3％、直接投資 3％、その他 7％。県歳出の構成は、財・サービス購入費 25％、移転支出 19％、直接投資 19％、

人件費 18％、その他 19％。コムーネ歳出の構成は、財・サービス購入費 28％、人件費 19％、直接投資 18％、移転支出 8％、その他 27％。 

・州歳出の構成は、社会政策 62％（うち生活扶助・保健福祉 57％）、経済 10％、総務 6％、運輸・通信 5％、その他 17％。県歳出の構成は、運輸・通信 28％、総務 25％、教育・

文化・科学研究 22％、社会政策 12％、その他 13％。コムーネ歳出の構成は、総務 31％、社会政策 29％、運輸・通信 12％、教育・文化・科学研究 11％、その他 17％。コムーネの

社会政策の 9割以上は生活扶助・保健福祉。 

○地方公共団体の課税権 

・州、県、コムーネの課税に関する権限は「コムーネ、県、大都市及び州は、憲法並びに公財政及び租税制度の調整原則と合致する範囲で、租税及び固有収入を定め、かつ、適用

する。また、自らの区域に関する国の税収入の配分を決定する。」と定められている（憲法第 119 条）。このため国の法律で基本的枠組みが決められ、州においては州法律および

州条例、県・コムーネは議会で議決される条例により税についての詳細が定められる。 

・州税、県税、コムーネ税とも、国の法律または委任立法令により、税目とその課税ベース、標準税率、最大税率が定められている。各州、各コムーネは税目毎に国が定めた最大

税率を上限に税率の引き上げが可能（下限までの引き下げも可能）。 

○課税ベースの特徴（州は「法人所得課税＋個人所得課税中心型」、コムーネは「資産課税中心型」） 

・主な州税は州生産活動税（IRAP，州法人税,標準税率 4.25％（州法により±1％の増減が可能）,州税収の 50％以上）と個人所得税（IRPEF,標準税率 0.9％（州法により＋0.5％の

増税が可能）,州税収の 5％程度）。主なコムーネ税は固定資産税（税率は 0.4％～0.7％の範囲でコムーネ毎に決定,コムーネ税収の 50％以上）と都市固有廃棄物処理税（コムーネ

税収の 20％程度）等で州税の半分程度。県税は税収ベースで州税の 10 分の 1以下。 

 

 

 

 



 

 

財政調整の仕組み

の概要（特徴、配

分方法等） 

○垂直的財政制度と水平的財政調整制度が並存 

・需要考慮型 

・「国は、特定のコムーネ、県、大都市および州に関して、経済発展および社会的調和のため、経済的・社会的不均衡を解消する等のために追加財源を割り当て、かつ、特別措置

を実施する」と定められている（憲法第 119 条）。 

・「国移転交付金（trasferimenti erariali）は、人口、面積、社会経済状況を考慮した基準等に基づき配分される。」、「国は例外的状況に対処するために特別交付金（contributi 

specifici）を付与することができる。」、「州は、州経済計画および投資計画の実現のために、州から地方団体に移譲もしくは委任された事務の実施に必要な財源を保障するため、

地方団体の財政を支援する。」と定められている（いずれも地方自治統一法典第 149 条）。 

・国税である付加価値税（ＶＡＴ）の一部が基金として積み立てられ、基金から各州に配分される。税収格差と過去の歳出実績を元に配分される（拠出する州あり）。 

④ 
政府

間財

政調

整 

財政調整の状況

（実態） 
・州歳入に占める移転収入の割合は 61％で、その 96.8％が国から移転されている。県歳入に占める移転収入の割合は 40％で、その 35.3％が国から移転されている。コムーネ歳入

に占める移転収入の割合は 39％で、その 59.0％が国から移転されている（2001 年）。 

⑤ 財政均衡原則の有無 ○財政均衡の原則なし 

・財政均衡の原則に関する法令、決算のチェックに関する法令等は見当たらない。 

地方債の発行状況 ・地方全体の起債・借入の規模は地方歳入の7％。州の純借入規模は州歳入の5％、県・ｺﾑｰﾈの純借入規模は県・ｺﾑｰﾈ歳入の11％（2001） 

地方債の発行範囲
（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾙ有無） 

・原則として投資支出に限定されている（地方自治統一法典第202条）。 

起債制限 ・法律により起債が制限されている。 

・（州債）州債の元利償還金総額は、州税収総額の 25％を超えての債務負担は認められない（1982 年法律第 181 号）。 

・1993 年暫定緊急措置令第 8号第 20 条に基づく貸付金を用いて、赤字解消のための再建計画を進めている州は、債券を発行することはできない。 

発行に関する中央

政府の関与 
・国の関与は特にないが、第三者（銀行等）の収支の認定が必要である。 

地方債発行のﾙｰﾙ ・上の起債制限以外にルールなし。 
危機的自治体に関す

る中央政府の支援 
・国（内務省）の監督下に服され、新政権が発足し、特別委員会の指導の下、財政再建を図る。 

・①あらゆる地方税を法定内で最大税率に引き上げる、②人員を必要最低限度まで削減する、③地方公共団体が提供するサービスは法定内の最低限のサービスのみとする等の制限

を受ける 

（新地方自治法典第 242 条等）。 

・1989年以降、現在までに破綻宣言したコムーネは415（全コムーネの5.1％）あり、うち約半数は南イタリアのカラブリア州とカンパーニャ州に集中している。 

地方政府破産に 

関するルール 

・破産を想定した制度は定められていない。 
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（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 

⑥ 

地

方

債 

・ 

破

綻

法

制 

・ 

監

査

制

度 

その他  

 

 

 

 

 

 

 


