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（１） 地方行政制度 

① 英国の地域的特質 

英国は、日本と同様の単一制国家であるが、連合王国の名称が示す通り、その歴史的

経緯から、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの各地域単位

で非常に独立性が高い。国会が制定する法律も、「Local Government Act (Scotland)」

というように、地域限定の法律が存在しており、同じ国家でありながら制度が異なる点

も多い。 

独立性の程度は各地域によって異なり、ウェールズについてはイングランドとの制度

上の差は殆どないが、スコットランドについては、少なくとも地方行財政関係の法律は、

これまでも別個に制定されており、制度の大枠は同じでも細部は異なることが多い。   

また、北アイルランドについては、警察が国家直轄であるなど自治体の業務は非常に

小さく、他の３地域と地方制度は、全く異なっている。 

1999年には、現ブレア政権のもとで、ウェールズ、スコットランドに地域政府が設立

され、北アイルランドの自治政府も復活し、それぞれの地域の地方自治体は、それら地

域政府の下に置かれることとなった1。このため、地方制度の多様性は今後、さらに増し

ていくものと思われる。 

こうした状況下で、英国の地方行財政制度を一義的に国家的制度として記述すること

は非常に困難であるため、本稿では、イングランドの地方自治体を対象とした制度につ

いて記述するものとしたい2。 

 

② 地方の行政制度 

（ａ）地方自治体の構成 

地方自治体の構成は、歴史的に首都圏、大都市圏、地方圏で異なった形で形成され

ており、現在は、首都圏では二層制、大都市圏では一層制、地方圏では両者が混在す

                                                   
1   1999 年 12 月に復活したばかりの北アイルランドの自治権は、翌年２月に再度停止され、５月に再
度自治権が復活するなど、不安定な状態が続いている。 

2   以下、地方に関する記述のうち、特にことわりの無い場合は、全てイングランドに関する記述であ
る。なお、国と地方の比較が必要な場合等、他の３地域も含めた指標を用いて記述している箇所もある

が、それらについては、注を付してある。 
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るという複雑な構成となっている。 

図１－１－１は、地方制度の変遷を示したものであるが、再編の都度、自治体の整

理統合が進められており、自治体の数は、389と、我が国（県 47、市町村 3,232）や

先進各国と比べても非常に少ない1、2。 

近年の動きとしては、1974年の改革で、一度は、全ての地域が二層制に統一された

ものの、サッチャー、メージャーの両保守党政権下で、二重行政による業務不効率解

消、および、アカウンタビリティ（財政責任）の明確化を目的とした一層制への改革

が進められた。 

現ブレア政権では、逆に、広域行政の必要性からロンドン広域自治体（ＧＬＡ：

Greater London Authority）を 2000年７月に設立している。 

 

ⅰ 首都圏 

ロンドンでは、サッチャー政権により、1986年にロンドン県（ＧＬＣ：Greater 

London Council）が廃止され、最近まで、一層制の状態が続いていたが、交通問題

など広域行政の必要性から 2000 年７月にロンドン広域自治体（ＧＬＡ：Greater 

London Authority）が設置され二層制が復活した。 

下層自治体としては、シティ（City of London）、およびロンドン・バラ（London 

Borough）が存在する。シティは、その歴史的経緯から、独自の警察を有し、また

名誉職としての市長を有するが、警察を除けば、他のロンドン・バラとの権限上の 

差はない。 

なお、ロンドン広域自治体が設立されるまでは、ロンドン（シティを除く）を所 

 

                                                   
1   ウェールズ（22自治体）、スコットランド（32自治体）、北アイルランド（26自治体）の数字を含
めても、469自治体にすぎない。 

2   地方圏には、ディストリクトの下に、パリッシュ（Parish）という組織が約 10,000存在する。これ
は議会もしくは住民総会を意思決定機関とし、ディストリクトが建築許可や開発許可を取得する際には、

事前にパリッシュへの相談が義務づけられている他、ディストリクトの所掌業務の一部を譲り受け、そ

のための財源としてカウンシル税を課税する権限も認められている（その場合、ディストリクトの課税

額は減少する）。しかし、これらの権限の行使は法的には任意であり、かなり活発に活動しているパリ

ッシュもあれば、何ら活動を行なっていないパリッシュも数多く存在する。このため、通常の画一的な

業務を行なう地方自治体（Local Authority）とは区別されており、本稿でも地方自治体には含めてい
ない。なお、歳入や歳出等の統計上の数字はディストリクト分に含めて記載している。 
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図１－１－１  イングランド地方制度の変遷

（出典）高寄昇三｢現代イギリスの地方自治｣勁草書房 1996 p130に加筆
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管するメトロポリタン警察は、内務省直轄であった。（現在はロンドン広域自治体が

所管） 

 

ⅱ 大都市圏 

バーミンガム、リバプール、マンチェスターなどの大都市を中心とした６つの地

域は、大都市圏（Metropolitan Area）1と呼ばれている。 

大都市圏では、1974年以降、メトロポリタン・カウンティ（Metropolitan County 

Council:県に相当）および、メトロポリタン・ディストリクト（Metropolitan District 

Council:市町村に相当）による二層制が敷かれたが、ロンドンと同様、1986年の改

革で、メトロポリタン・カウンティが廃止され、メトロポリタン・ディストリクト

のみの一層制となった。 

現在も、メトロポリタン・ディストリクトによる一層制のもとで運営されている。 

 

ⅲ 地方圏 

首都圏、大都市圏以外の地域は地方圏（Shire Area）と呼ばれている。 

地方圏は、1974年以降、カウンティ（County Council:県に相当）とディストリ

クト（District Council:市町村に相当）による二層制が敷かれていたが、事務効率

化、アカウンタビリティの明確化を目指し、1995 年以降５年間でユニタリー

(Unitary Authority)と呼ばれる単一自治体への統合が進められた2。 

しかし、住民の希望する地域では、二層制の存続が認められており、現在は、一

層制地域と二層制地域が混在している。 

   

（ｂ）地方自治体の行政機構3 

地方自治体の行政機構は、日本のように首長は存在せず、議会が全ての権限を保

有し、議決権と執行権の両方を行使する。このため、名誉職としての市長を有する

                                                   
1   大都市圏は、Greater Manchester (Manchester)、Merseyside（Liverpool）、South Yorkshire
（Sheffield）、Tyne and Wear（Newcastle）、West Midland（Birmingham）、West Yorkshire（Leeds）
の６つの地域からなる。（カッコ内はそれぞれの大都市圏での主要都市。） 

2   シリー島、ワイト島については、それ以前からユニタリーによる一層制がとられていた。 
3   地方自治体の行政機構については、主に、下條美智彦｢イギリスの行政｣ 1999年、Local Government 

Association, LGA Information: Local Authority Elections, 2001 等を参照した。 
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自治体もあるが、執行部門の長としての首長を有する自治体はない。 

ただ、例外として 2000 年７月に創設されたロンドン広域自治体は、首長として

の公選市長を有する。（1999年ロンドン広域自治体法: Greater London Authority 

Act 1999） 

議員およびロンドン広域自治体の市長は、直接選挙で選出され、任期は４年であ

る。メトロポリタン・ディストリクトおよびディストリクトは３分の１改選、他の

タイプの自治体は、全議員が一斉に改選される。 

議会の中で執行権限を保有しているのは、多数党により互選されるリーダー（The 

leader of the council）で、このリーダーの指揮の下、議会の本会議の下に設置され

ている各種委員会が、行政執行部を統括している1。 

        各種委員会の中には個々の法律で設置が義務づけられているものと、各自治体が

任意で設置しているものがある。 

前者は法定委員会（Statutory Committee）と呼ばれているが、これには、政策

委員会、財務委員会、保健委員会、消防委員会、社会福祉委員会、児童委員会など

が該当する。法定委員会ではないが、各委員会を統括するヨコ型の組織として、政

策・資源委員会（Policy & Resource Committee）を設置している自治体が多い。 

 

③ 地方の所掌事務 

イギリスでは、地方自治体の権限に対して憲法上の保障がないことから、行政権や課

税権のみならず、地方自治体の存在自体も、法律によって定められている。 

地方の事務は、個々の法律で業務毎に国から権限付与されており、それ以外の、法律

で明示されていない権限については国の権限と判断される2。 

法律では、個々の権限毎に、付与の対象となる自治体のタイプ（ロンドン・バラ、デ

ィストリクトなど）が指定されていることから、上層自治体と下層自治体で事務が重複

するということは基本的になく、また、上層自治体が下層自治体を監督するといった自

治体間の上下関係も存在しない。 

 

                                                   
1   対外的に地方自治体を代表するのは、議長（chairman）であり、多数党の長老格の議員が就任する。 
2   法律で付与された権限を超えた事務を行なった場合には、「越権行為（Ultra Vires）の法理」により
司法判断に処せられることになる。 
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表１－１－２  地方自治体の業務分掌

ロンドン シティ ロンドン ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ・ 広　域
広域自治体 ・バラ ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ 組織体

教 育 ○ ○ ○

住 宅 ○ ○ ○

交 通 計 画 ○ ○ ○

公 共 輸 送 ○ ○

道 路 ○ ○ ○

警 察 ○（*） ○ ○

消 防 ○ ○

対人社会福祉ｻｰﾋﾞｽ ○ ○ ○

図 書 館 ○ ○ ○

ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ ○ ○ ○

ご み 収 集 ○ ○ ○

ご み 処 理 ○ ○ ○

環 境 ○ ○ ○

徴 税 ○ ○ ○
（*）シティは管轄せず。

ﾕﾆﾀﾘｰ 広　域 ｶｳﾝﾃｨ ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ 広　域
組織体 組織体

教 育 ○ ○

住 宅 ○ ○

交 通 計 画 ○ ○

公 共 輸 送 ○ ○

道 路 ○ ○

警 察 ○ ○

消 防 ○ ○

対人社会福祉ｻｰﾋﾞｽ ○ ○

図 書 館 ○ ○

ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ ○ ○

ご み 収 集 ○ ○

ご み 処 理 ○ ○

環 境 ○ ○

徴 税 ○ ○

（出典）DETR ｢Local Government Financial Statistics｣より作成

首都圏 大都市圏

地方圏（一層制） 地方圏（二層制）
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地方自治体の主要業務は、教育1、対人社会福祉サービス2、警察、消防などの人的サ

ービスが主力であり、それ以外のものとしては、住宅があげられる。 

各自治体のタイプ（ロンドン・バラやカウンティ、ディストリクトなど）別の所掌事

務を示したものが、表１－１－２である。 

なお、広域行政が必要な業務に対しては、それぞれのサービス別に警察自治体(Police 

Authority)、消防自治体(Fire Authority)、ごみ処理自治体(Waste Disposal Authority)、

交通自治体(Transport Authority)など単一の目的に特化した広域組織体が設立されてい

る3。 

これらは、エリアの自治体から派遣される議員などによる委員会制で運営されている4。 

 

④ 地方自治体協会 

  地方自治体の意見を代表する機関として地方自治体協会（ＬＧＡ: Local Government 

Association）という組織が設立されている。 

これは、イングランド、ウェールズの全ての自治体が加盟する団体で、1997年にカウ

ンティ協会、ディストリクト協会などの地方諸団体が統合され設立されたものである。 

  地方自治体協会は、中央・地方協調会議5（ＣＬＰ: Central Local Partnership）の場

で、地方行政、財政に関して、中央政府と定期的に協議を行なっており、交付金の分配

公式など細部についても実質的にこの場で決定されている。 

 

⑤ 最近の動向 

2000年にロンドン広域自治体に公選市長制が導入され、執行権と議決権が分離された

が、これは 2000年７月に成立した 2000年地方自治法（Local Government Act 2000） 

                                                   
1   教育分野については、小学校、中学校が地方自治体によって運営されている。高等教育機関（大学
及び高等教育カレッジ）は、私立であるが、経費の大半は国からの補助金に依存している。 

2   社会福祉については、児童福祉や高齢者介護などが地方自治体の業務であり、医療や福祉給付につ
いては、国の業務となっている。（福祉給付の一部については、給付事務を地方が代行している。） 

3   広域組織体については、各サービスによって、地域によって設置されている箇所とされていない箇
所がある。（表１－１－２参照） 

4   警察自治体の例を挙げると、通常、９人の地方議員、３人の判事、５人の民間人の計 17人で委員会
が構成されている。（19人で構成されている警察自治体もある） 

5   かつて、地方財政問題を中央・地方間で話し合うため、地方財政協議会（CCLGF）という場が設け
られていたが、1997年にＣＬＰが発足したことに伴い、ＣＬＰの財政小委員会として吸収された。 
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によって全国的に拡大されることとなった。 

これは、人口 85,000人未満の自治体を除く全ての自治体は、現行の委員会方式を廃 

し、新執行部を創設するというものである。 

新執行部は、原則として以下の３つの方式から選択することになっている1。 

 

・  公選市長と公選市長が指名した二人以上の議員による内閣(Cabinet)制 

・  議会が選出したリーダーとリーダーもしくは議会が選出した二人以上の議員に

よる内閣制 

・  公選市長と自治体職員から任命されたカウンシル・マネージャーによる執行部

制 

 

    また、同法では、これまで個別法で明示された権限しか行なえなかった地方自治体に

対し、経済的、社会的、環境的福利（well-being）の追求のため、地方自治体が有効と

考えるあらゆるサービスを行なえる包括的権限が与えられることとなった。 

ただ、この権限は、無制限に認められるものではなく以下のような制限が付せられて

いる。 

 

・  他の法律で禁止されていることは行なえない。 

・  大臣は、地方自治体が行なう業務に対し、規制を行なう権限を留保する。 

・  新たなサービスの供給は、地方税や起債などの所要額を増やすことがあっては

ならない。 

 

    特に３つ目の制限は、地方自治体に新たな財源が与えられない限り、独創的なサービ

スの創設を不可能にするもので、包括的権限を非常に限定的なものにしているとの指摘

がある。 

 

 

                                                   
1   2000年地方自治法では、これら３つの方式以外に、国務大臣が指定した方式を採用することも認め
られている。 
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【 参考 】国の行政制度1 

 

（ａ）国王 

国王は、議会の招集、開会、閉会、解散の布告や、首相、閣僚、裁判官の任免、開

戦・終戦の宣言、叙勲、恩赦、条約の締結、軍隊の統率など非常に大きな権限をもっ

ている。 

ただ、国王は、議会が可決した法案に対し拒否権を発動しないこと、首相に庶民院

の第一党党首を任命することなどが、法律ではないが「習律（convention）2」として

ルールづけされており、実際上の権限は殆ど有しない。 

 

（ｂ）首相および内閣 

  イギリスは日本と同様、議員内閣制をとっている。 

  首相（Prime Minister）は、庶民院（下院）の第一党党首が、国王の任命によっ

て選ばれる。また、閣僚は、首相の推薦によって国王が任命する。 

  イギリスの首相、および内閣は、法律で一定の地位が明記されているわけではな

く、閣僚数にも定員はない。現ブレア政権での閣僚数は 22名である。 

 

  （ｃ）議会（Parliament） 

        イギリスの議会は、二院制が採られており、上院として貴族院（House of Lords）、

下院として庶民院（House of Commons）がある。 

 

     ⅰ 貴族院（House of Lords） 

        議員数に定数はない。1999年８月現在の議員数は 1,290名で、このうち、世襲貴

族および聖職者が約 800 名を占め、残りは法律貴族および一代貴族であったが、

1999年の上院法（House of Lords Act 1999）で、世襲貴族が削減され、2001年３

                                                   
1   国の行政制度については、主に、下条美智彦｢イギリスの行政｣1999年、(財)自治体国際化協会 CLAIR 

REPORT No.84｢地方公務員のためのイギリス憲法入門｣を参照した。 
2   イギリスは憲法典をもたないが、「マグナ・カルタ（1215年）」、「権利の請願（1628年）」「権利の章
典（1689年）」などの歴史的制定法や、いくつかの重要な議定法、およびこうした習律を総称したもの
として、憲法が存在する。 
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月現在での議員数は、法律貴族を含む一代貴族 564名、世襲貴族 92名、聖職者 26

名の 682人となっている。議会出席は自主的なもので、原則的に無給である。 

        庶民院を通過した法案に超党派、良識の立場から修正を加えるのが任務とされて

いるが、金銭法案（予算、税制等）は、貴族院の議決を要しない。他の法案につい

ても、貴族院が否決したのち、再度庶民院を通過した場合は法律となる。 

        なお、貴族院は、最高裁判所を兼ねており、民事に関しては連合王国全体、刑事

に関しては、イングランド、ウェールズ、北アイルランドのものについてを扱って

いる。 

 

     ⅱ 庶民院（House of Commons） 

  庶民院議員は直接選挙で選出され、定数は 659、任期は５年である。議会の招集

は法律では少なくとも３年に一度とされているが、毎年招集が憲法上の習律となっ

ている。 

 

  （ｄ）司法 

        最高裁判所としての貴族院の下に上位裁判所と下位裁判所が設けられている。上

位裁判所は、高等法院（High Court of Justice）、刑事法院（Crown Court）、控訴

院（Court of Appeal）からなり、これらの判決は、法としての力をもつ。 

        下位裁判所には、カウンティ裁判所（County Court）、治安判事裁判所

（Magistrates’ Court）があるが、軽微な訴訟はここで処理されている。 

  なお、議会主権の国イギリスでは、議会が制定した法律を違憲無効とする概念は

なく、違憲立法審査を目的とした裁判所は設置されていない。 
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（２）地方の財政状況 

① 国・地方の財政比較 

（ａ）ＧＤＰに占める公的部門の割合 

政府支出の対ＧＤＰ比を示したものが、図１－２－１である1。 

国が 21.4％、地方が 11.3％となっており、我が国（国 9.3％、地方 15.4％）と比べ

て国がかなりの規模を占めている。 

 

 

 

移転支出を除外して、ＧＤＰに占める公的部門の割合を示したものが図１－２－２

である2。ＧＤＰの約 22％を公的部門が占めており、このうち国が 14％を占めている。

地方は８％程度に過ぎないことから、我が国（国４％、地方 13％）と比べて、国の比

重が大きくなっている。 

特徴としては、国・地方ともに総公的資本形成の割合が小さく（国 0.6％、地方 0.8％）、

全体として最終消費支出に偏っていることが挙げられる。 

                                                   
1   ＳＮＡベース。他の一般政府への移転は控除している。ウェールズ、スコットランド、北アイルラ
ンドを含めた全ＵＫの比率。 

2   ＳＮＡベース。移転支出は控除している。全ＵＫの比率。 

図1－２－1 政府支出の対ＧＤＰ比（日本1998年、イギリス1996年）

（出典）日本：経済企画庁「国民経済計算年報 平成12年版」、イギリス：OECD 「National Accounts 1999」

21.4% 11.3%

9.3% 15.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
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国
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（ｂ）税収規模 

図１－２－３は、租税負担率および国民負担率を日本と比較したものであり1、イギ

リスは、日本と比べて国民負担率、租税負担率とも大きくなっていることがわかる。 

この内訳は、国税が 36.4％、地方税が 1.8％、社会保障基金が 10.1%となっており、

租税負担率においては、国税がほとんどを占めている。 

 

                                                   
1   税および社会保障負担の対国民所得比。イギリスは全ＵＫの比率。 

図１－２－２ ＧＤＰに占める公的部門の割合（日本1998年、英国1996年）

（出典）日本：経済企画庁「国民経済計算年報 平成12年版」、イギリス：OECD 「National Accounts 1999」

13.4% 0.6% 7.4% 0.8%

2.4% 1.1% 7.6% 4.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

イギリス

日本

最終消費支出（国） 総公的資本形成（国） 最終消費支出（地方） 総公的資本形成（地方）

図１－２－３  租税負担率、国民負担率の日英比較

（出典）OECD｢National Accounts｣、OECD｢Revenue Statistics｣等により作成
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税の構成は、図１－２－４の通りである。 

国税が全税収の 95％を占めており、これは、消費課税、個人所得課税を主な税源と

している。 

一方、地方税は、全税収の５％を占めているにすぎず、資産課税のみとなっている1。 

国税としても資産課税が８％あるが、このうち６％は、徴税額が地方自治体へ人口

数に応じて配分される事業用レイト（Non-Domestic Rates）税収である2。 

 

（ｃ）財政収支 

    図１－２－５は、中央政府、地方政府の財政赤字を GDP比で示したものである 2。 

    中央政府の財政赤字は、1993年の 8.2％をピークに縮小しており、98年、99年と

２年続けて黒字となっている。 

    地方政府については、年によってばらつきはあるものの、GDP比１％の範囲内であ

り、全体として、ほぼ均衡していると言える。 

    1999年で言えば、中央政府が 102億£、地方政府が 15億£の黒字となっている。 

 
                                                   
1   地方税には、1992年度で廃止された人頭税の過年度滞納分が 63百万£（0.02％）があるが、微少
であるため上記グラフでは表示されていない。1999年４月１日現在で、人頭税の滞納分は、約３億£残
っている。 

2   事業用レイトは、事業者が占有する不動産に対する税であり、かつては地方税であったが、1990年
に国税化された。徴税額は、国庫から人口数に応じて地方自治体に分配される。なお、事業用レイト以

外の、国の資産税には、自動車税や相続税などがある。 

図１－２－４  英国の税の構成（1998年）

（出典）OECD｢Revenue Statistics｣より作成

個人所得課税
（国）33%

法人所得課税
（国）13%

消 費 課 税
（国）40%

資産課税
（地方）

5%
資産課税（国）
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（ｄ）公債残高等 

図１－２－６は債務残高（棒グラフ）およびそのＧＤＰ比率（折れ線グラフ）の近

年の推移を示したものである。 

これをみると、中央政府の GDP比率は 1996年度をピークに減少に転じており、ま 

た債務残高のほうでも 1998年度には減少に転じていることが分かる。 

 

図１－２－５ 財政赤字のＧＤＰ比（注）

（注）暦年の国民所得統計ベース

（出典）日本銀行 「国際比較統計」
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図１－２－６ 債務残高およびそのGDP比

（出典）Office for National Statistics ｢Annual Abstruct of Statistics｣より作成
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一方、地方政府のほうは、GDP比率は微減の傾向にあり、債務残高はほぼ横這いを

示している。 

1999年度で言えば、債務残高の GDP比率は中央政府が約 43％、地方政府は約６％

となっており、残高でみると、中央政府が 3,862億£（前年比 60億£減）、地方政府

が 534億£（前年比７億£増）となっている。 

 

（ｅ）公務員数 

    図１－２－７は、1998年度の北アイルランドを除いた全ブリテン（Great Britain）

の公務員数を示したものである。 

全ブリテンの公務員数は、約 288 万人1となっており、このうち、国家公務員は全

体の 32％を占め、約 93万人となっている。残り 195万人（68％）は地方公務員であ

る。なお、国家公務員の中には軍人 46万人が含まれている。 

日本2は、国家公務員が 26％、地方公務員が 74％となっており、地方の比率はイギ

リスより高い。しかし、軍人、および自衛官を除いた比率でみると、イギリスが国 19％、

地方 81％なのに対し、日本が国 21％、地方 79％となり、ほぼ同じ構成比となる。こ

れは、日本と同様、教職員、警察官などが地方公務員であることが理由と考えられる。 

 

                                                   
1   北アイルランドのデータは、国勢調査が行なわれた 1991年のデータしか公表されていない。北アイ
ルランドを含めた全ＵＫの 1991年の公務員数は、381万人（国家公務員 85万人、地方公務員 296万
人）となっている。 

2   日本は、国家公務員 115万人(うち自衛官 27万人)、地方公務員 325万人となっている。（1998年） 

図１－２－７  公務員の構成（全ブリテン：1998年４月）

（出典）Office for National Statistics ｢Annual Abstruct of Statistics｣より作成
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② 地方の歳入・歳出構成 

  （ａ）地方自治体全体の歳入・歳出構成 

ⅰ 歳入構成 

地方自治体の歳入構成は、図１－２－８の通りとなっている1。 

特徴的なのは、唯一の地方税である「カウンシル税」が、12％のシェアにすぎず、

このため、中央政府からの交付金・補助金が６割にも達していることである。 

交付金・補助金のうち、使途の特定されない一般交付金は、「歳入援助交付金」と

「事業用レイト」の２項目からなり、全歳入の約４割を占めている2。 

なお、「利用料・手数料」が８％を占めているが、その４分の１が対人社会福祉サ

ービス（Personal Social Services）関係の利用料である3。 

他では、戦後の高福祉政策により公営住宅が広く普及していることから、家賃収 

 

                                                   
1   全イングランドベース。以下、全て同様。 
2   この図の「歳入援助交付金」には、交付金算定の基礎となる標準支出査定額（ＳＳＡ: 後述）が急減
した場合に補填される、ＳＳＡ減額補助金（SSA Reduction Grant）の交付額 102百万£を含めてい
る。 

3   高齢者施設ケア、高齢者在宅ケアは、利用者本人、配偶者の資産が合計 1万£を超える場合は有料で
ある。 

図１－２－８  地方自治体の歳入構成（1998年度：イングランド）

（出典）ＤＥＴＲ 「Local Government Financial Statistics」より作成
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入の割合も４％と大きくなっており、また、資産売却収入が３％を占めているが、

これもその大半が公営住宅売却収入である。 

起債収入は、わずか３％に過ぎない。これは、地方自治体の主要サービスが人的

サービスであることから資本支出が全歳出の１割にも満たず、このため、長期債の

用途が資本支出に限定されている以上、必然的に低水準となっているものと考えら

れる。 

         

ⅱ 歳出構成 

図１－２－９は、地方自治体の歳出構成を示したものである。 

これをみると、人件費、運営費がそれぞれ約４割を占めていることがわかる。 

人件費については、日本（27％:1999 年度）と比べかなり高い比率になっている

が、これは、地方サービスの主力が人的サービスであることが理由と考えられ、資

本支出がわずか８％に過ぎないことから相対的に高くなっていると考えられる。 

なお、人件費の 32％が教員給与であり、以下、警察官給与（18%）、社会福祉員・

介護士（９％）、消防官給与（４%）と続く。 

        運営費が大きいのも人件費と同様、資本支出が少ないことから相対的に高くなっ

ていることが理由と考えられる。 

        公債費は全体の７％に過ぎないが、資本支出が８％に過ぎないのを考慮すると、 

 

図１－２－９  地方自治体の歳出構成 図１－２－１０  目的別歳出構成
（1998年度：イングランド） （1998年度：イングランド）

（出典）ＤＥＴＲ「Local Government Financial Statistics」より作成

その他
4%

資本
支出
8%公債費

7%

運営費
42%

人件費
39%

教   育
30%

対人社
会福祉
サービ
ス
15%

警察
9%

住宅
16%

その他
23%

消防
2%

交通
6%



 24

 

      資本支出に限定すれば公債依存度が高いことが窺える。これについては第５節で詳

述する。 

        歳出を目的別にみると、図１－２－１０の通りである。 

教育が全体の３割を占め、住宅、対人社会福祉サービスと続く。 

教育は、その 41％が教員給与（Employees for Teaching Staff）で占められてお

り、他では、中央政府のエージェントして支出する法定奨学金（Mandatory Awards）

の支出が７％、学校建設などの資本支出が４％となっている。 

住宅については、中央政府のエージェントとして支出する住宅給付（Mandatory 

Rent Allowances）が 31％を占めており、住宅建設等の資本支出が 19％を占めてい

る。また、対人社会福祉については、社会福祉員・介護士の給与が 23％を占めてい

る。 

 

ⅲ 公債費比率、公債依存度 

図１－２－１１は、公債費比率の近年の推移を示したものである。 

年度によって多少のばらつきはあるものの、全体として、５～７％の間で推移して

おり、低水準で安定している。 

 

 

図１－２－１１ 公債費比率の推移（イングランド）

（出典）ＤＥＴＲ「Local Government Financial Statistics」より作成
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一方、公債依存度については、図１－２－１２のように、２％台で推移しているが、

近年は増加傾向にあり1、1998年度は、3.3％となっている。 

 

（ｂ）自治体タイプ別の歳入・歳出構成 

      前述のように、地方自治体には様々なタイプがあり、それらの所管するサービスは

大きく異なっている。       

地方自治体のタイプによって、歳入・歳出の構成が大きく異なっていることが、図

１－２－１３および図１－２－１４から分かる2、3。 

 
                                                   
1   1997年に発足した現ブレア政権は、地方の自主的な資本投資を可能にする政策をうちだしており、

1997年度から「キャピタル・チャレンジ」という起債枠を創設した。これは、地方自治体の入札によ
って、国が起債許可を与えるもので、これによる公債依存度への影響は、97年度が約 0.2％、98年度
が約 0.3％となっている。 

2   両図は、地方自治体の一般会計（General Fund Revenue Account: 後述）の歳入・歳出構成を示し
たものである。一般会計では、利用料・手数料収入は、歳出から控除した形で示され、また、地方自治

体の会計には、貸借対照表が導入されていることから元本償還費は歳出として表示されず、代わりに利

払費と減価償却費が資本費として計上されている。また、資本関係、公営企業関係の歳出・歳入が含ま

れていない他、住宅関係の歳入・歳出も、特別会計が組まれており、一般会計には含まれていない。 
3   首都ロンドンでは、2000年 7月にロンドン広域自治体（ＧＬＡ:Greater London Authority）が設立
され、警察、消防、交通などの広域的な業務を所管することとなったが、2000年度の決算値は執筆時
点で確定されていないことから、一層制時代のシティ（City of London）およびロンドン・バラ（London 
Borough）のデータを用いている。 

図１－２－１２ 公債依存度の推移（イングランド）

（出典）ＤＥＴＲ「Local Government Financial Statistics」より作成
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図１－２－１３  地方自治体のタイプ別一般会計の歳入構成（1999年度：イングランド）

（出典）ＳＩＳ 「Finance & General Statistics」 より作成

図１－２－１４  地方自治体のタイプ別一般会計の歳出構成（1999年度：イングランド）

（出典）ＳＩＳ 「Finance & General Statistics」 より作成
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シティの地方税依存度が極端に低いが、これは、シティは独自の警察を有しており

歳出の約半分を占めているが、警察行政費はその 51％が警察補助金で手当され、残り

49％についても歳入援助交付金の算定で考慮されることに伴い歳入援助交付金、特定

補助金が大きくなっていることや、｢その他｣の項目の中の利息収入が 1,900万£（全

歳入の 15％）もあることから1、地方税の比率が相対的に低くなったものである。 

ロンドン・バラ、メトロポリタン・ディストリクト、ユニタリーの３タイプは一層

制自治体で、ユニタリーが消防を所掌している他は、所掌事務の面での差はない。 

この３者を比較すると、歳入援助交付金のシェアが、ロンドン・バラ、メトロポリ

タン・ディストリクトに比べ、ユニタリーが低くなっている。 

イギリスの場合、かつては日本と同様、地方の過疎化対策が重要な問題であったが、

1950年代頃からは逆に都市空洞化問題が、顕在化しており、図１－２－１５のように、 

ロンドンや大都市圏の人口は地方圏に比べ伸び悩んでいる。 

 

                                                   
1   シティは、債務残高を債務返済準備金残高が上回る無借金自治体（Debt-free Authority）であり、
資本会計の剰余金残高が大きい。一般会計の場合は、収支尻は地方税率で調整され、原則として剰余金

は発生しないが、資本会計はそういった調整が無いため、剰余金水準及びその運用利息の自治体間格差

が発生する。（運用利息は一般会計に計上される。） 

図１－２－１５  地域別人口の変化（イングランド）

（注）1998年は政府推計値。それ以外は国勢調査による。

（出典）Office for National Statistics｢Annual Abstract of Statistics｣より作成
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こうした地域では、都市再開発や、治安、環境対策などの、需要はむしろ増大する

傾向にあり、また、第二次産業を主要産業としていた大都市圏では産業構造の変化に

伴う経済低迷のため、貧困者のための各種補助などの需要も大きい。このため、歳入

援助交付金や特定補助金は、都市部に重点的に配分される傾向がある。 

地方の二層制地域では、上層自治体であるカウンティと、下層自治体であるディス 

トリクトの間での歳出比は、約３：１となっており、教育や対人社会福祉サービスな

どの主要サービスを所管しているカウンティの割合が大きい。 

ディストリクトの歳入援助交付金の比率が他と比べて低水準なのは、ディストリク

トの主業務である住宅業務が、一般会計とは別の住宅会計（Housing Revenue 

Account）で整理されることから、歳入援助交付金の算定対象となっておらず1、それ

以外で算入されている項目としては、レクリエーション施設の運営やごみ収集など雑

多なものにすぎないことが理由と考えられる。 

  また、ディストリクトの歳入で「特定補助金」、および歳出の「その他」の比率が高

いのは、低所得者のためのカウンシル税の還付による支出および、その財源として国

から交付される「カウンシル税給付補助金」の割合が高いためである2。 

      一方、カウンティの方は、「カウンシル税」の比率が他と比べて高いが、これは、交

付金・補助金が都市部に重点的に交付されていることから相対的に高くなっているも

のであり、高税率で課税していることを意味しているわけではない。なお、交付金の

財政調整効果、および地方税率格差については後述する。 

カウンティの歳出構成は、カウンシル税給付やその他サービスの多くが、ディスト

リクトによって行われていることから、相対的に他の分野の比率が高くなっている。 

                                                   
1   住宅関係の歳入不足は、住宅会計助成金（Housing Revenue Account Subsidy）という特定補助金
によって政府から補助されるが、別会計のため図１－２－１３には含まれていない。 

2   カウンシル税給付事務は、上層団体のカウンティの分も含めてディストリクトが一括して行なって
いる。 
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（３）地方税制度 

① 地方税制の特徴 

（ａ）課税権の法的根拠 

      地方自治体の課税権については、個々の法律で税目ごとに付与されており、現在

は、1992年地方財政法（Local Government Finance Act 1992）によって、カウン

シル税（Council Tax）の課税権が付与されている。 

 

（ｂ）単税制度 

      イギリスの地方税は、これまでに税目の変更はあったものの、過去から１つしか

存在せず、この伝統は現在も続いている。現在は、1993年度から導入されたカウン

シル税が唯一の地方税目となっている。 

      国会が法律を制定すれば、複数の地方税の導入も可能であるが、現在までなされ

ていない。 

複数の地方税を導入し、地方に新たな財源を付与するという議論は、1960 年～

80年代に、地方歳出の急膨張やそれに伴う大増税が相次いだ時期になされたが、現

在は沈静化しているようである1。 

 

（ｃ）税率の自由度 

      日本の場合、地方自治体の予算運営の際には、地方税収入は、地方交付税や国庫

補助金などの他の歳入項目と同様に、所与のものとして扱われ、増減税といった税

制上の操作で、収支上の赤字または黒字を調整するという方法は財政慣行上なされ

ていない。 

                                                   
1   ただ、全ての地方自治体に対する一般的な財源ではないものの、ロンドンの交通渋滞緩和のための
手段として、1999年ロンドン広域自治体法（Greater London Authority Act 1999）295条、296条に
より、ロンドン圏内の道路を利用する車に対する利用料（road user charge）、および企業の従業員用
の駐車場に対する課金（workplace parking levy）を課す権利が、10億ポンドを上限としてロンドン
の自治体に限って与えられた。 
この権利に基づき、ＧＬＡは、ロンドンに流入する自動車に対し交通混雑料等を徴収することなどを

計画しているが、料金の徴収方法など技術的問題から現在は導入されておらず、この権限は行使されて

いない。 
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これに対し、イギリスでは、予算上、地方税収は所与のものとはみなされず、一

般会計の収支尻は、原則として地方税率によって調整される1。 

図１－３－１は、地方自治体の一般会計を全イングランド単位で合計したもので

ある。 

まず、住民サービスの費用は、それにかかわる収入を控除した純支出（Net 

Current Expenditure）という形で表示され、これに、純資本費用（公債費から財

務収入を控除したもの）、他会計への繰入れ、カウンシル税給付2支給額等を加算し

た額が、総経常支出（Gross Revenue Expenditure）として算定される。 

ここから特定補助金を控除し、基金の取崩し額などを調整した額が、予算所要額

（The Budget Requirement）と呼ばれており、これは、一般交付金、警察補助金、

および地方税で賄うべき額とされ、一般交付金の算定のベースとなる標準支出査定

額（ＳＳＡ:日本の基準財政需要のようなもの:後述）に警察補助金を加えた額と対

応している。 

この予算所要額から一般交付金等を差引いた額が所要カウンシル税額（Precepts 

/ demand on Collection Fund）となっており、この所要カウンシル税額を満たすよ

う、地方税率は逆算される。 

なお、これらの税率設定手順は、法律で義務づけられており、現在は、カウンシ

ル税を創設した、1992年地方財政法（Local Government Finance Act 1992）によ

る規定が適用されている。 

このようなシステムを採っているため、当然、税率は、自治体によって毎年度異

なることとなり、自治体間の税率格差も常時発生することとなる。 

こうしたシステムを採用している理由としては、資産課税による単税制度を代々

採用している以上、税収の所得弾力性が乏しく、経済成長に応じた自然増収が得ら

れにくいことから、税率に弾力性を持たせないと歳入を維持できないという根本要

因が考えられるが、それに加え、その地域の行政はその受益者である地域住民の費

用負担によって行なうという受益者負担の原則が広く定着していることも理由と考

えられる。 

                                                   
1  基金の取崩しや積立などを行なうことによって、税率以外での若干の調整余地もある。 
2  低所得者へのカウンシル税の還付制度。 
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図１－３－１  一般会計の構造（1997年度：イングランド）

（百万￡）

純支出純支出純支出純支出

人件費 運営費 連結調整 総支出 (1)－(2) 総収入 売上 手数料等 その他 連結調整

13,428 7,010 9 20,447 18,908 教育教育教育教育 1,539 320 843 366 10
4,370 6,248 26 10,644 8,454 社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉 2,190 38 1,492 637 23
5,684 1,069 3 6,756 6,498 警察警察警察警察 258 17 113 128 0
1,240 231 0 1,471 1,338 消防消防消防消防 133 2 18 114 0

274 1,536 214 2,023 1,628 道路道路道路道路 395 2 66 172 155
6,172 14,160 296 20,627 14,297 環境・治安・文化ｻｰﾋﾞｽ環境・治安・文化ｻｰﾋﾞｽ環境・治安・文化ｻｰﾋﾞｽ環境・治安・文化ｻｰﾋﾞｽ 6,330 188 2,375 3,502 266

365 217 175 757 556 　治安 201 1 10 23 167
197 115 19 331 308 　地方裁判所 23 0 3 9 11
126 1,239 10 1,375 659 　公共交通・駐車場 715 12 631 66 7
179 5,406 2 5,587 5,531 　家賃給付、カウンシル税給付事務費 56 0 14 42 0
167 395 0 562 367 　住宅（ＨＲＡ以外） 195 1 96 98 0
462 413 10 885 745 　図書館、美術館 140 20 61 54 5
154 625 5 784 537 　ｽﾎﾟｰﾂ、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 248 15 167 59 7

1,031 3,743 59 4,833 3,474 　地域環境ｻｰﾋﾞｽ 1,359 43 814 445 58
3,491 2,008 14 5,513 2,121 　その他 3,392 96 578 2,706 12

31,167 30,254 548 61,969 51,123 一般基金ｻｰﾋﾞｽ合計一般基金ｻｰﾋﾞｽ合計一般基金ｻｰﾋﾞｽ合計一般基金ｻｰﾋﾞｽ合計 10,846 566 4,907 4,919 454
918 純資本費用

712 経常会計からの資本支出

1,935 カウンシル税給付総支払額

1,962 その他
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-1 その他調整
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-18,649 歳入援助交付金

-12,027 事業用レイト分配金

-201 その他勘定 DETR ｢Local Government Financial Statistics｣

11,241 所要カウンシル税額所要カウンシル税額所要カウンシル税額所要カウンシル税額 より作成

歳　　　　出　（１）歳　　　　出　（１）歳　　　　出　（１）歳　　　　出　（１）
費　　　　目

歳　　　入　（２）歳　　　入　（２）歳　　　入　（２）歳　　　入　（２）

標準支出査定額（ＳＳＡ）と警察補助
金を合算した額に対応。

標準支出総額（ＴＳＳ）に対応。
国はこのＴＳＳが標準カウンシル税と交
付金・補助金で賄えるよう交付金・補助
金の額を決定する。

国から地方を経由するだけの
移転支出に対応する補助金。

総歳出から総歳入を差引いた
残額が、所要カウンシル税額と
して求められる。

行政サービスに対応する費用
は、手数料等の収入を差引いた
額が純支出として計上される。

基金の積立、取崩しは、地方自治体
の裁量事項。カウンシル税率に影響
するため、地方議会の議決が必要。

警察補助金はＡＥＦ内特定補助
金であるが、警察ＳＳＡと同様の
方法で算定されるため、別掲さ
れる。
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イギリスでは、過去から税率の不安定性や税率格差が問題となっていたが、収支

尻を税率で調整するこうした制度自体が問題視された形跡はない。 

むしろ、過去の地方税制改正の議論をみると、必ず、「地方自治体が容易に税率を

変更するのに適しているか。」「提供を受けるサービスと地方税率との関係を明確に

納税者に理解させるのに適しているか。」といった点が“地方税的な”要件の一つと

されており、増税や税率格差については、交付金・補助金での調整や、追加財源の

付与など別の方法で回避することが検討されている。 

なお、極端な高税率を課す自治体に対し、政府は税率制限を課す権利を有してい

る。これについては、後述する。 

 

② カウンシル税の仕組み 

（ａ）基本構造 

      カウンシル税は、現在の唯一の地方税で、1992年地方財政法（Local Government 

Finance Act 1992）に基づき 1993年から導入されている。 

      カウンシル税は、居住用資産価格を課税標準とする資産税で、納税義務者は居住

用資産の占有者である。（空家など占有者がいない場合は、所有者が納税義務者とな

る。） 

特徴的なのは、資産価格に税率を乗ずる方式で税額が決定されるのではなく、資

産をその価格に応じてＡからＨまでの８つの価格帯に分類し、価格帯ごとに税額を

決定する価格帯方式（Banding System）を採用していることである。 

図１－３－２はカウンシル税の価格帯とその税額を示したものである1。 

最低のＡ価格帯と最高のＨ価格帯の税率格差は３倍となっている。カウンシル税

を導入するための当初法案では、ＡからＧまでの７つの価格帯で税率格差が 2.5倍

となっていたが、審議の過程で資産家優遇との批判を受け、Ｈ価格帯が追加された

経緯がある。 

地方自治体は、基準価格帯であるＤ価格帯の税額を決定することができるが、各

価格帯間の税率格差は 1992年地方財政法で規定されており、Ｄ価格帯の税額が決 

                                                   
1   この表で用いている税率は、上層自治体、下層自治体を合算した地域単位での 2000年イングランド
平均値を用いている。 
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表１－３－２ カウンシル税の価格帯および税率決定方法

（出典）Local Government Finance Act 1992（税率はDETRホームページのデータをもとに算定した。）

図１－３－３ カウンシル税の実効税率（2000年度イングランド平均）

（出典）上記イングランド平均税率を基に作成
（居住用資産の価格）

価格帯間比率
6
7
8
9
11
13
15

32 万 ポ ン ド 超 Ｈ 1,694 18
16 万 ポ ン ド 超 ～ 32 万 ポ ン ド 以 下 Ｇ 1,412
12 万 ポ ン ド 超 ～ 16 万 ポ ン ド 以 下 Ｆ 1,223
8.8 万 ポ ン ド 超 ～ 12 万 ポ ン ド 以 下 Ｅ 1,035
6.8 万 ポ ン ド 超 ～ 8.8 万 ポ ン ド 以 下 Ｄ 847
5.2 万 ポ ン ド 超 ～ 6.8 万 ポ ン ド 以 下 Ｃ 753

居住用資産の価格 価格帯 税率（定額）（￡）

4 万 ポ ン ド 超 ～ 5.2 万 ポ ン ド 以 下 Ｂ 659
4 万 ポ ン ド 以 下 Ａ 565

この税率を地方議会で決定。2000年度イングランド平均が847ポンド。 各価格帯間の税率の比率は法定。
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定すれば、他の価格帯の税額も、この法定価格帯間比率に基づき自動的に決定される。 

同法では単年度の価格帯間比率を裁量で変更できる権限を国務大臣に付与してい

るが、これまで行使されたことはない。 

      地方自治体は、歳出予算額から手数料収入、交付金・補助金収入等の見込額を控除

した額を、全ての資産をＤ価格帯に税率格差を用いて換算した課税資産数(カウンシ

ル・タックス・ベース)で除することによって、Ｄ価格帯の税額を決定する。       

価格帯方式は、同じ価格帯の中では資産価格９の高い方が実効税率は低くなるが、

異なる価格帯間でも、図１－３－３のように、全体として、高資産価格の物件の方が、

実効税率が低くなる傾向にある。 

これは、Ａ価格帯とＨ価格帯の資産価格の差は８倍以上あるにもかかわらず、税率

格差は３倍にとどまっていることが原因である。 

 

（ｂ）割引制度（Discount） 

カウンシル税は、一戸の住居に居住者が一人しかいない場合は 25％、空家やセカ

ンドハウスなど居住者がいない場合は 50％の減税が受けられる。なお、未成年者や

学生、障害者などは居住者数として数えない。 

以前のレイト税制（固定資産税）では、所得をもつ共働き世帯の配偶者が免税なの

は不公平との批判があり、人頭税の導入へとつながったが、人頭税廃止後に導入され

たカウンシル税は、この割引制度により、資産税であるレイトと人頭税とを折衷した

ような構造になっている。 

 

  （ｃ）給付（還付）制度（Benefit） 

        低所得者に対しては、その所得に応じて還付措置1が講じられる。これは、本人の

所得水準に応じて最大 100％の減税を受けられる主要給付と、同居人の所得水準に応

じて最大 25％の減税を受けられる第二成人給付とが選択できるもので、納税者の申

請により対象となる。主要成人給付は、割引額控除後に給付率を乗じることによって

給付額が決定されるが、第二成人給付は割引制度との併用はできない。 

                                                   
1   この措置は、原則的には、納税後に納税者の申請により納税額の一部あるいは全額が還付される制度
であるが、実際には、課税額と相殺して納税通知書が発行されているようである。 
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なお、カウンシル税給付のための財源は、中央政府からの補助金で賄われる。 

 

（ｄ）資産評価 

      居住用資産の評価は、地方自治体ではなく、内国歳入庁評価局（Inland Revenue 

Valuation Office）によって行われる。 

かつてのレイト（後述）による課税では、資産の賃貸価格が課税標準とされていた

が、公営住宅の普及に伴う賃貸相場の縮小に伴い、カウンシル税では売却価格基準が

採用された。 

価格帯方式は、納税者には正式な評価額を通知する必要はなく、どの価格帯に属す

るかを通知すればよいため、厳密な評価が不要となり、評価コストの軽減が図れると

いう利点が言われている1。 

しかし、カウンシル税には、定期的再評価の規定が法律上なく、現在も制度創設時

に用いられた 1991年４月時点での評価額を課税標準としており、再評価は一度もな

されていない。       

       

（ｅ）徴税事務 

      地方自治体は、実際に徴税を行なう徴税自治体（Billing Authority）と、徴税自治

体に徴税を依頼する形で課税する徴税命令自治体（Precepting Authority）とに分け

られる。 

      徴税自治体は、シティ、ロンドン・バラ、メトロポリタン・ディストリクト、ユニ

タリー、ディストリクトが該当し、ＧＬＡやカウンティなどの上層自治体は、徴税命

令自治体として、徴税自治体に徴税を委託している2。 

      この代理徴税制度は、歴史的経緯から生まれたものであるが、｢住宅サービスを所

掌している下層自治体が、公営住宅の家賃徴収と併せて徴税を行なうことが効率的で

ある｣3ことなどから、現在も継続されている。 

      徴税命令自治体には、警察自治体、消防自治体も含まれるが、ごみ処理自治体や交

                                                   
1   Consultation Paper ｢A New Tax for Local Government｣ DETR 1991 
2   この代理徴税制度は、自治体間の契約によるものではなく、法律で定められたものである。（1992年地
方財政法） 

3   Local Government Association（LGA）へのヒアリング 
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通自治体は、賦課金自治体（Levying Authority）として区域の自治体から賦課金を

徴収することで財源としており、課税権を持たない。 

      徴税自治体の業務は、割引制度の基準となる居住者数の管理、給付制度の基準とな

る低所得者の管理も含まれている。 

徴税命令自治体は、必要とするカウンシル税の総額を徴税自治体に伝えるだけであ

り、徴税自治体は、割引制度や給付制度を考慮しつつ、徴税命令自治体の所要額を満

たすよう税率を逆算し、納税者の税額計算から徴収までのあらゆる事務を代行してい

る。 

 

③ 地方税制の論点 

（ａ）ギア効果 

イギリスの場合、政府が想定する標準支出査定額（ＳＳＡ: Standard Spending 

Assessments）までの支出は、全国一律の税率1での地方税収、および政府からの交付

金・補助金で賄われるが、標準支出査定額（ＳＳＡ）以上の支出は、原則としてカウン

シル税の超過課税を財源としなくてはならない。 

現在のように歳入に占める地方税収の割合が 1割程度であると、地方団体が標準支出

査定額（ＳＳＡ）を超えて支出を１%増やした場合、カウンシル税は 10％の増税とな

ってしまう。こうした、歳出のわずかな増減の影響が、地方税率に拡大されて及ぼされ

る現象を、ギア効果（gearing effect）と呼んでいる。 

地方自治体が、政府の考える歳出水準以上の予算を立てる場合、ギア効果の発生によ

って、住民に大きな負担を求めざるを得ず、結果的に政府の考える歳出水準が強いられ

るとして、地方自治体協会は、自主財源比率の見直しを求めている。 

しかし、これについては、提供されるサービスの質と、地方税負担の関係を住民に意

識させるために効果的との肯定的意見もあり、また、カウンシル税率を低く設定してい

る自治体からは、「コストを削減し、ＳＳＡ以下の歳出に抑えることができれば、ギア

効果は大きな減税効果をもたらすことから、効率化へのインセンティブにつながる」（保

守党系自治体）と評価する声もある。 

 

                                                   
1  この税率は、法定ではなく、毎年度中央政府により政策決定される。（第４節参照） 
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（ｂ）税率の自治体間格差 

2000年度の税率は、基準価格帯であるＤ価格帯（6.8万£～8.8万£の資産が該当）

でみた場合、最低のロンドン・ウェストミンスター区が 375 ポンド、最高のリバプー

ル（メトロポリタン・ディストリクト）が 1,172ポンドとなっており、両者の間では、

実に 3.1倍ものひらきがある。ただ、実際の資産は、低価格帯に多く分布しており、住

居一戸当たり平均で換算すると、最低のロンドン・ワンズワース区が 367 ポンド、最

高のルトランド（ユニタリー）が 1,009ポンドで格差は 2.7倍と若干縮小する1。       

イギリスの一般会計は、標準支出査定額（ＳＳＡ）と標準カウンシル税（ＣＴＳＳ）

の差額を交付金・補助金でカバーするシステムが採用されているが2、この標準カウン

シル税の算定には、評価額の格差を補正した課税資産数（カウンシル・タックス・ベー

ス）が用いられており、資産価格や税源の偏在は全て考慮されている。 

このため、全ての地方自治体が標準支出査定額（ＳＳＡ）通りの歳出を行なった場合

には、税率に格差は生じない3。 

逆に、標準支出査定額（ＳＳＡ）を超過する歳出を行なった場合や、下回った場合は、

前述のギア効果により、大幅な増減税が必要となり、大きな税率格差が発生する。 

このことから、税率格差は、税源の偏在といった歳入サイドの要因ではなく、歳出額

から税率が逆算される方式を採用していることによる、歳出サイドの要因から発生して

いると言える。 

業務分掌が同じで、地理的特性も比較的類似していると思われる内ロンドン（Inner 

London）の特別区の例をとりあげると、2000年度で、ウェストミンスター区は 375£（D

価格帯、以下同じ）の税率を設定しているが、これは、前述の通りイングランドで最も

安い税率である。ちなみに二番目に低税率なのも、内ロンドンのワンズワース区で 401

£となっている。 

一方、同じ内ロンドンでも、カムデン区は 906£とウェストミンスター区に比べ、約

2.4 倍もの高税率となっており、内ロンドンの 13 自治体の平均が 721£であることか

                                                   
1   いずれも徴税命令自治体分も含めた、実徴税額ベース。以下同じ。 
2   ＳＳＡ、ＣＴＳＳは、日本の地方交付税でいう基準財政需要、基準財政収入に当たる。尚、財源不足
額は、交付金のうち歳入援助交付金（ＲＳＧ）の額を調整することによって賄われる。 

3   厳密には、年度によっては、歳入援助交付金の不交付団体がわずかながら発生しており、全ての自治
体が標準支出査定額通り支出を行なった場合でも、若干の税率格差が発生する場合がある。 
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らみても、ウェストミンスター、ワンズワースの両区が突出して低税率なのが分かる。 

ウェストミンスター、ワンズワースの両自治体の共通点としては、共に保守党支配の

自治体ということである。 

図１－３－４は、保守党自治体とそれ以外の自治体の税率を比較したものである。 

保守党支配の自治体は、ばらつきはあるものの、全体として低税率であり、小さな政

府志向の保守党の政策が税率に反映されていることが分かる。 

このように、地方自治体の政策が、税率に大きく反映されることがイギリス地方財政

制度の大きな特徴となっており、こうした政策の違いによる税率格差は、受益者負担の

原則にかなったものとして一般的に容認されているようである。 

一方で、標準支出査定額（ＳＳＡ）が個々の自治体の行政需要を適切に取り込んでい

ない可能性も否定できず、その場合、交付金・補助金の額が過大、あるいは過小なこと

による税率格差が発生することになる。 

標準支出査定額の算定公式は、最新の歳出動向を取り組むよう、毎年度見直されてお

り、その策定作業には、地方自治体協会も参加しているものの、全ての自治体を満 

足させることは困難であるようで、実際に、標準支出査定額が減らされ、税率を上げざ 

 
図１－３－４  保守党自治体とそれ以外の税率比較（２０００年度：イングランド）

自治体数 平均税率 最高税率 最低税率

一層制地域で保守党の支配する自治体
および二層制地域で両方とも保守党の
支配する自治体

４１ ７８１ ９１９ ３７５

二層制地域で上層自治体が保守党、
下層自治体がそれ以外の政党支配の
自治体

４０ ８２４ ９６５ ７６４

二層制地域で上層自治体が保守党以外、
下層自治体が保守党支配の自治体

４３ ８４７ ９９３ ７２９

一層制地域で保守党以外が支配する
自治体および二層制地域で両方とも
保守党以外が支配する自治体

２３０ ８６７ １，１７２ ５５７

全イングランド ３５４ ８４７ １，１７２ ３７５

（注１）税率は、2000年度Ｄ価格帯適用税率、支配政党は2000年５月現在。
        尚、首都圏の自治体は、シティおよびロンドン・バラの一層制として集計した。

（注２）税率は、エリア内の全ての自治体を合算した徴税自治体の徴税額ベース。

（出典）税率はＤＥＴＲホームページ、支配政党はＬＧＡ｢Local Authority Control｣から作成
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るをえない自治体には不満が生じている。 

 

（ｃ）税率制限 

中央政府による地方税率制限であるキャッピング（Capping）は、1984 年レイト法

（Rates Act 1984）により導入されたが、以降、幾度か制度変更がなされている。 

導入時は、地方自治体の歳出が標準支出査定額（ＳＳＡ）を超過する程度や、前年か

らの歳出伸び率を基準に、当該地方自治体の税率制限を行なうものであった。 

1993 年度には、価格帯方式を採用したカウンシル税が成立されたことに伴い、税率

ではなく、予算額を制限する制度に改められたが、地方税率は、歳出水準と連動するた

め、実質的な変更点はない。 

キャッピングに際しては、事前に適用基準を公表することが法により義務づけられて

おり、地方団体はこれまで同一の基準で一律にキャッピングを課せられていた。 

現ブレア政権は、当初、選挙公約でキャッピングの廃止を打ち出していたが、1999

年地方自治法（Local Government Act 1999）では、こうした一律の基準で強制的にキ

ャッピングを適用する制度は廃止したものの、これに代わる新制度を導入している。 

新制度では、政府は、税率制限の目安となる税率上昇率を毎年度、事前に公表し、こ

れを超過した団体に対して、単年度だけではない中期的な歳出見通しや、効率的な行政

運営を行なっているかを考慮し、税率制限権を行使できるものとなっている。 

こうした改革について、現政権は、「乱暴で（crude）画一的な（universal）キャッ

ピングは廃止した」1と説明する一方、地方自治体側からは、公約違反との批判の声も

ある。 

新制度が導入された 2000 年度、政府は、地方自治体に 4.5％以上の増税は必要ない

との税率制限の目安を公表したが、実際には、それを上回る税率を設定した自治体が多

く発生した。 

こうした自治体の中には、有権者の意向を確認するために住民投票やアンケートを実

施したところもあり、こうした手続きを経て増税を決定した地方自治体に対し政府が税

率制限権を行使するかどうかが注目されたが、結果としていずれの自治体もその対象と

はならなかった。 

                                                   
1   Green Paper ｢Modernising Local Government Finance｣ DETR 2000 
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政府は、2000年９月の緑書1 の中で、「地方自治体の度を越えた（excessive）増税か

ら納税者を守るためにも、税率制限の権限を政府は留保し続けるが、これはまさしく留

保された権限であるべきで、我々はこの権限を行使する必要がないことを望む。」と述

べている。実際に、新制度が導入されて以降の 2000 年、2001 年度については、税率

制限を課された自治体はない。 

 

      （参考）新制度適用以前のキャッピングの例 

          1999年度 ０自治体 

          1998年度 １自治体（Derbyshire:約 100万£の減額措置） 

          1997年度 ２自治体（Oxfordshire、Somerset:共に約 940万£の減額措置） 

 

地方自治体協会は、新制度によって恣意的な運用が可能になるとして、税率制限権の

完全撤廃を求めているが、ロンドンの自治体の中にはこれと正反対の意見も聞かれる。 

2000年に設立されたロンドン広域自治体（ＧＬＡ）では、2001年度予算案で、当初、

実に 33％もの増税が計画された。これは、下層自治体であるロンドンの各バラの反対

で、23％まで低下したが、それでも政府の公表している基準を大幅に上回るものであ

った2。ロンドンの各バラは政府による規制を期待したが、これについても税率制限権

は行使されなかった。 

こうしたこともあり、ロンドン・バラの中には、政府が強く税率制限の権利を行使し

ないのなら、基準が明確な以前の制度に戻すべきという意見がでている。 

 

④ 地方税制の歴史 

イギリスの地方税は永らく、レイトと呼ばれる資産税が唯一の税目であったが、1990
                                                   
1   イギリスでは、国が施策を実行するに当たって、事前に緑書（Green Paper）や白書（White Paper）
を発表し、広く国民の意見を募る制度がある。緑書は協議書とも言われており、問題点の現状認識やそ

の対案を公表し、それに対する意見を募集するものであり、明確な改革方針や具体案が示されない場合

もある。白書は立法化の前段階で、政府の公式見解を示すものと言われるが、必ずしも、そこに記され

た内容が全て法案化されているわけでもないようである。 
2   下層自治体が上層自治体の税率設定に影響を及ぼす直接的な権限はないが、政党単位で地方議員を通
じて圧力をかけるといった方法は存在するようである。ただ、ＧＬＡの市長、リビングストン氏は、か

つては労働党左派の代表格であったが、市長選挙の際、中道主義を掲げる現労働党の公認を得られず、

無所属として当選した経緯をもち、既存政党の圧力を受けにくいことが言われている。 
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年のレイトのうち住宅用部分に代わる人頭税の導入、事業用部分の国税化、93 年の人

頭税に代わるカウンシル税の導入と近年になって大改正が行われた。 

本章では、レイトが成立後、どのような改正を経て、中世から 20世紀後半まで続く

長期の税制となり得たのか、また、レイトの崩壊から人頭税を経て、現在のカウンシル

税制が導入されるまでの経緯について述べたい。 

 

（ａ）レイトの成立1 

レイト（Rates）の起源は、1601年のエリザベス救貧法（Poor Relief Act 1601）に

より設けられた救貧税（Poor Rate）であると言われている。これは、各地域の主要教

会を基準に設けられた教区（Parish）単位で行われた救貧事業の財源として、教区内の

資産に対し救貧院が課税を行なったものである。 

救貧税は、不動産を課税標準としていたが、これは、17 世紀初頭、経済を支配して

いたものは農業であって、生計の基本が農地と建物に依存していた社会状況では、地方

税としては資産税が最も容易な手段であったことが理由と思われる。 

納税義務者は、同法で、「占有者（every occupier）」と定義されており、所有者を納

税義務者とする日本の固定資産税と異なっている。これは、当時の徴税技術では、域外

に住む所有者を把握して徴税を行なうことが困難であったことが理由と言われている。

この占有者が納税者という伝統は、制度創設から 1990年に廃止されるまで、一貫して

継続し、また現カウンシル税でも踏襲されている。 

  当初、レイトは、救貧事業の財源のためのものであったが、産業革命の進行と共に、

種々のサービスが必要となり、その財源として、レイトは多目的な性格を帯びることと

なる。 

都市の発展と共に、水道、照明、道路清掃など雑多な需要がうまれていくが、17 世

紀後半には、これらの事務は、各種サービス毎に設立された地域別の組合により行われ

るようになった。 

国会は絶えず各種の法律を制定してこれら事務組合に新たな課税権を与えたが、これ

に当たって別の財源を見出すことができず、常に、救貧税を基礎として課税することを

                                                   
1   レイト成立期から 20世紀前半までの状況は、主に、藤谷謙二｢イギリス国庫補助金の研究｣ 1957年    
を参照した。 
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認めた。このため、水道税や照明税など都市ごとに多種多様な税が生まれたが、それら

は全て救貧税の課税ベースをそのまま用い、救貧税には種々の目的税が上乗せされて徴

税されることとなった1。 

なお、これら各組合の目的税は、各事務組合が教区に対し、徴税命令書（Precept）

を発行することによって代理徴税されており、現在の徴税制度の起源となっている。 

このような、教区単位で各種組合の税を併せて徴税する制度は 20世紀まで継続して

いくが、その間、制度上の矛盾は増大していくこととなる。 

 

（ｂ）レイトの近代化 

教区という単位は狭く、課税当局の数は 19世紀初頭においても、1万を超えていた。

これら各教区が、それぞれの権限で課税を行なっていたのであるが、資産評価の方法や

課税対象の範囲の解釈などで、教区毎に差が生じ、課税の統一性が次第に失われていく

こととなった。 

複雑で不統一であったレイト税制は、1925年の、レイト課税・評価法（Rating and 

Valuation Act 1925）によってようやく整理されることとなる。 

同法によって、300年以上続いた教区制度は廃止され、徴税権は、市・町・村議会等

の各自治体に移された。また、目的税として付加されてきた各種レイトは単一のレイト

として統合され、さらに、評価基準の統一化を図るため、政府に中央評価委員会を設置

し、各自治体の評価基準の指導・監督を行なうこととなった。 

この改革で、レイトは、国家的な地方税制としての統一化が図られ、1990 年まで続

く制度の原形として定着することとなる。 

なお、課税資産の評価事務は、1948 年に課税標準価格が全国平均より少ない貧困自

治体に対し交付する国庫平衡交付金制度が採用され、全国的に統一された評価基準での

資産価格が不可欠のものとなったため、内国歳入庁に移管された。 

 

（ｃ）減免措置の成立 

1925 年の改革で統一化がなされたレイトは、税目としては所得税に次いで２番目に

                                                   
1   現行の事業用レイトが単一の税でありながら、“Rates”と複数形で表記されるのは、こうした多種の
目的税が上乗せされていた時代の呼称が残っているものと思われる。 
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大きいものとなり、第一次大戦後の世界的不況で大きく打撃を受けた各種産業に対する

地方税負担を、政府も経済政策の観点から無視できなくなった。 

例えば、28 年の利益に占めるレイト負担の比率は、炭鉱、紡績、製鉄、造船、機械

工業などで 20％を超えており、また農業においても、19 世紀半ばの穀物法廃止以降、

深刻な不況が続いており、既に幾度か減税措置が発動されていた。 

こうした状況下で、29 年の地方自治法では、農業用資産の免税、産業用資産の４分

の３の減税措置が導入された。この措置による地方自治体の歳入減を補填するため、一

般国庫交付金も併せて創設された。 

産業用資産への減税措置は戦後に廃止されたが、農業用資産に対する免税は、現事業

用レイトにも引き継がれている。 

戦後には、これとは逆に住宅用資産の減税措置が実施されている。 

イギリスは第二次大戦後、高福祉政策が採られていたが、社会福祉思想の定着に伴い、

レイトは、低所得者に対する負担が強く逆進的との批判がなされはじめた。 

これを受け、1966年のレイト法（Rates Act 1966）では、住宅レイトに一律の軽減

税率が適用され、また低所得者に対する割引制度が設立された。これに伴い、一般交付

金として新設されたレイト援助交付金で、減税分が補填されることとなった。 

これにより、以降、地方税に、社会保障的な性質が加味されることとなり、また、住

宅用と事業用とで異なった税率が適用されたことにより、住宅用レイトと事業用レイト

とが、それぞれ別の税目として定着していくこととなる。 

 

（ｄ）レイト税制の限界1 

戦後の、高福祉政策は、公営住宅の普及促進や、教育行政の充実など、地方自治体の

業務拡大をもたらし、地方歳出の膨張に歳入が追いつかないレイト・ギャップ（Rates 

Gap）の問題を発生させた。 

レイトは資産税であるがゆえ、所得課税にくらべ、景気変動に影響されにくい安定的

な税制としての長所をもつが、これは同時に伸長性が乏しいという欠点が指摘されてい

る。 

                                                   
1   この時期のレイト・ギャップや新税源の議論については、主に、高橋誠｢現代イギリス地方行財政論｣

1978年、北村裕明｢現代イギリス地方税改革論｣1998年 を参照した。 
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この欠点を補うためにも、定期的な課税資産の再評価が不可欠であるが、再評価は、

５年毎に行われることが建前であるにもかかわらず、内国歳入庁は、1956 年、63 年、

73年に行ったにすぎなかった。 

再評価の度重なる延期は、経済成長の伸びに対し、地方税収の伸びを鈍化させること

となり、レイト・ギャップをさらに拡大させたと言われている。 

こうしたギャップは、交付金・補助金の増額によって賄わざるを得ず、地方歳入に占

めるレイト収入の割合は、70 年代には２割強まで低下し、自主財源比率の低下が地方

の自主性を損ねていると、地方自治体側からの批判がなされる一方、政府としても 70

年代の２度の石油危機やポンド危機等の厳しい経済状況の中で、財政赤字削減が国際公

約となっており、交付金・補助金の削減は至上命題となっていた。 

 

（ｅ）地方税制改革論争 

こうした状況の中で、地方税制の抜本的な改革が検討されはじめた。 

1968年に発表された、王立委員会報告「地方収入の財源（Sources of Local Revenue）」

では、レイトが、地方歳出の伸びを埋めるのに不十分であることを指摘し、地方税制の

改革の必要性を述べている。この中では、地方税源としての利点を多く有するレイトを、

主要税源として維持する一方、レイトを補完する新税源を追加する提案がなされている。

新税源の具体的な検討は政府によってなされるべきとし、個々の新税目の検討は行なわ

れていない。 

これを受け政府は、71年に発表した緑書「地方財政の将来像（The Future Shape of 

Local Government Finance）」の中で、地方所得税や地方売上税などの導入の可否を検

討しているが、地方所得税については、国の所得税の源泉徴収システムが納税者の居住

地を把握するシステムになっておらず、徴税が技術的に困難とし、また、地方売上税は、

納税者に地方税を意識させないことを問題点としている。 

緑書では、この他にもいくつかの税目が検討されたが、いずれも消極的な評価であり、

結局、74 年に、全国の自治体を二層制に再編するなど行政面の改革はあったものの、

財政面での抜本的な改革は見送られた。 

      この間、石油危機によるインフレの進行は、地方財政状況を一層悪化させ、地方財政

の抜本的改革の必要性は増していた。 

こうした中、1976年に「地方財政に関する調査委員会（The Committee of Enquiry 
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into Local Government Finance）」の報告書が発表された1。 

同報告書では、現状が、自主財源比率の低下により、中央・地方の財政責任の関係が

曖昧になっていると指摘し、中央責任型か、地方責任型かの方向性を明確にした上で、

改革を行なう必要があると提言している。 

中央責任型を選択する場合は、政府は各自治体の予算の事前審査を行なうとともに、

補助金を強化し、最終的に財政責任をとるシステムを構築すべきとし、地方責任型の場

合には、新税の導入により自主財源を強化して、地方の財政責任を強化すべきとしてい

る。 

この中で、現行レイトについては、税源の地域的特定が容易で、地方が税率を決定で

き、納税者にとって国税との区別が容易という点で、地方税に適しているとし、地方責

任型の場合の新税については、レイトの伸長制の無さという欠点を補う追加的収入とい

う位置づけにすべきと提言している。 

新税には、税収の十分性や税源の普遍性、財政責任の観点から地方所得税が望ましい

とし、源泉徴収による納税者の知覚性の問題は、国税所得税との区分を明瞭にして、納

税者が理解できる形での徴収は可能であるとし、税源の偏在についても財源調整を主体

とした交付金制度で調整可能との考えを示している。 

      報告書は、中央責任型、地方責任型を選択するのは最終的に政府であるとして、政府

に二者択一の判断を迫ったものとなっているが、これに対し、労働党政府は、翌 77年

の緑書「地方財政（Local Finance）」の中で、絶えず変動する政府間関係の中では柔軟

な対応を阻害する恐れのある行政責任の硬直的な定義付けは行なえないとの考えを示

し、報告の基本原則である中央、地方責任のいずれをも否定することで、具体的な新税

の検討は行なっていない。 

       

（ｆ）レイトの廃止2 

結局、抜本的な改正がなされないまま、地方財政問題は、79 年に発足した保守党政

                                                   
1   この報告は、議長レイフィールド（F. Layfield）の名をとってレイフィールド委員会報告と呼ばれて
いる。 

2   人頭税、カウンシル税導入時の経緯については、北村裕明｢現代イギリス地方税改革論｣1998年、 
竹下譲｢イギリスの地方税｣1995年、高寄昇三｢現代イギリスの地方財政｣1995年、自治体国際化協会
CLAIR REPORT No.33 ｢地方団体のための新税 協議書｣ 1991年 等を参照した。 
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権に繰り越された。財政赤字の増大や慢性的なインフレの進行などの危機的状況は、な

お緩和されておらず、公共部門の歳出削減が至上命題となっており、政府は、地方自治

体にも厳しい歳出削減を要求することとなった。 

この政策は、まず、交付金改革の形で実施され、歳出水準が高ければ交付額が減少す

る包括補助金制度が 81年から導入された。 

一方、地方税制についても、保守党は、選挙公約でレイトの廃止を掲げており、その

政策が注目されていたが、81年に発表された緑書「住宅レイトへの代替案（Alternatives 

to Domestic Rates）」では、住宅レイトは、他の制度に一度に置き換えるのは困難であ

り、廃止を前提とした移行措置としてレイト改革を行なう考えが示された。 

この中で、現行レイトの問題点としては、共働き世帯の配偶者など所得がありながら

納税していない住民が多く、歳出増加を納税者が監視するシステムになっていないと指

摘しており、これを解消する方法としては、新たに納税義務者を増やすよりも、単一の

稼得者に割引を行なう方法の方が、実効性が高いという考えを示している。これは、現

カウンシル税で採用された割引制度のベースになっていると思われる。 

なお、カウンシル税で導入された価格帯方式も、評価業務を単純化させるための手段

としてこの中で触れられており、また、事業用レイトについても、納税者が有権者でな

い法人であることが地方の財政責任を弱めているとし、国が全国一律の税率を決定する

か、もしくは事業者投票制の導入が提案されている。 

また、緑書では、新税として、地方所得税、地方売上税、地方交付税、人頭税1等の

検討も行なわれている。 

地方所得税については、地方税基盤として広い点、応能課税として明確な点、源泉徴

収システムのコンピューター化による徴税コストの低下などを評価する一方、国税所得

税と共通の源泉徴収システムを用いることにより納税者の地方税支払の自覚が欠けて

しまう点、税収予測が困難な点などが指摘され、また、国税と課税ベースを共有する以

上、地方の税率決定権に対し、政府の制限が必要になることも指摘されている。 

また、地方売上税は、消費者の越境購買を招き、地域経済に影響を与えてしまう点や、

納税者の支払の自覚性、税収予測の困難性が指摘され、地方交付税については、交付金

と変わらず、地方の財政責任を弱めるという点で、否定的な評価を下している。 

                                                   
1   人頭税が、政府文書として正式にとりあげられたのは、この緑書が最初である。 
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人頭税については、実際に 90年から導入されるのであるが、この時点では、税の支

払の自覚という点で優れ、税収予測が容易という利点がある一方、低所得者の負担軽減

の方法や、納税者登録が必要という問題点が指摘されたにすぎなかった。 

この当時は、包括補助金制度が導入されて間がなく、その歳出削減効果が不透明であ

ったため、この緑書の提案事項は、この時点では実施されていない。 

しかし、包括補助金は、政府の意図した歳出削減の効果をあげず、むしろ 81年の地

方選挙で勝利した労働党の支配する主要都市自治体が、交付金削減に伴う収入減に対し、

レイトの増税で対抗する方針をとったため、歳出は減らず、税率が上昇するという事態

を招くこととなった。労働党がこうした増税を行なえた背景には、支持層にレイトの減

免対象となっている住民が多かったことや、事業用レイトを負担する産業界が労働党の

支持基盤でなかったことが考えられる。 

これに対し、83年８月、保守党政権は、白書｢レイト税率制限とレイト制度改革のた

めの提案（Proposal for rate limitation and reform of the rating system）｣を発表した。 

この中で、地方売上税、人頭税は、先の緑書で触れた問題点により導入は見送らざる

を得ず、地方所得税は、先の緑書で触れた問題点に加え、国の直接税減税政策に反する

ため、導入する政治的状況にないという考えを示した。このため、レイトは存続せざる

を得ないものの、過大な支出を続ける自治体に対し、税率制限を行なわざるを得ないと

の考えを示している。 

これに対して、多くの地方自治体が反対を唱えたが、政府は、翌 84年レイト法（Rates 

Act 1984）でキャッピング（税率制限）制度を創設した。 

こうした改革により、85 年度の地方の経常歳出は、政権発足後、初めて実質ベース

で前年を下回ることとなった。このような状況下では、人頭税の導入を含む抜本的な税

制改正が必要となる差し迫った状況になかったともいわれている1。 

しかし、人頭税導入の議論は、スコットランドにおけるレイト廃止要望により本格化

する。 

イングランド、ウェールズでは、法律上、再評価は５年ごとの任意規定になっており、

実際に 78年、83年の評価は行なわれなかったが、スコットランドでは、法律上、強制

規定になっており、83年に再評価が行なわれた。この新評価に基づく実際の課税は 85

                                                   
1  北村 前掲書 83ページ 
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年からであったが、再評価結果は、住宅用資産の評価額が 2.5倍増加したのに対し、製

造業関係の資産価額は 1.7倍の増加にとどまり、相対的に住宅用レイト納税者に重い負

担がかかることが予想された。 

こうした中、スコットランド選出議員のレイト廃止要求を受けた政府は、86 年の緑

書「地方自治体への支払（Paying for Local Government）」の中で、事業用レイトの国

税化、および人頭税の導入を再度、検討した。 

緑書では、事業用レイトの現状について、担税力を無視した課税が企業の競争力を損

ねており、企業の投資計画の障害となっている点を指摘し、選挙権を有しない事業用レ

イト納税者が、安易な増税の犠牲となっている現状を改めるためにも、事業用レイトを

国税移管し、地方に分配する制度の導入を提案している。 

      一方、住宅用レイトについては、徴税の容易さや国税との調整、税率変更の容易さな

どの長所を有するも、地方サービスの主体が、水道、ガス、消防など不動産に関連した

サービスから、教育や社会福祉サービス等の人的サービスへと変化したことに伴い、応

益原則を満たさない不公平な税制となっている点、また、住宅用レイトの負担が一部の

有権者に集中しており、大半の有権者が地方自治体の意思決定に関心を持っておらず財

政責任を弱めている点が指摘されている。 

このように、住宅用レイトは、「不公平」で「地方財政責任を強めない」という点で

大きな欠陥があり、レイトに代わる新税目が必要としている。 

新税目としては、地方売上税は、直接に税を支払っている認識を有権者に与えないた

め、地方財政責任を強められず、また、税収の地域的格差が大きいという点で否定され

ており、また、地方所得税については、所得税減税という中央政府の政策に反し、また、

所得再配分的な税は、地方税として望ましくないという見解を示している。 

これに対し、人頭税は、全ての成人が地方サービスの対価として支払う平等な税制で

あり、納税者の数を有権者全体に広げられ、受益と負担の明確な関係を持たせることが

できることから地方財政責任の強化の面で、最も優れているとしている。 

この提案は、大きな議論を呼んだ。応益主義の観点から公平な税という政府の考えに

対し、地方自治体や野党は応能主義の点から不公平であるという点で攻撃し、保守党議

員の中でも明確に反対の立場を採る議員も現れた。これらの反対を押し切る形で、1988

年地方財政法（Local Government Finance Act 1988）は成立し、90年度からの事業

用レイト国税化、人頭税の導入が決定された。 
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（ｇ）人頭税からカウンシル税 

人頭税は、成人（18 歳以上）一人当たり同額が課せられるものである。これには、

所得に応じた減免措置が設けられているが、レイトが最高で 100％の免税であったのに

対し、全ての選挙民が税負担を行なう原則から、減免割合は 80％が上限とされた。 

人頭税は、大家族や低所得者の負担増大につながり、全国各地で激しい反対運動が発

生した。 

この結果、保守党は、90 年３月の下院補欠選挙、５月の統一地方選挙と相次いで敗

北し、結局、人頭税は、サッチャー政権に代わり誕生したメージャー政権により、翌

91年３月に廃止が宣言され、新税の検討が発表されることとなった1。 

新税については、当時、保守党内には前首相の影響力がなお強く、人頭税の特徴を消

し去ることは困難と見られる一方、地方税は資産税であるべきとの意見も強く、その動

向が注目されていた2。このような中で、４月に発表された緑書「地方自治体のための

新税（A new tax for local government）」で提案されたカウンシル税は、資産税をベー

スとしながらも、人頭税的要素を加味したものとなった。 

単身世帯も共働き世帯も税額は同じというレイトの批判を割引制度によってかわす

一方、人頭税の際に問題にされた大家族の税負担も、３人を超える居住人員は２人と同

じ税負担にすることで回避した。また、人頭税で不満の強かった低所得者への還付上限

をレイトと同様の 100％に戻し、さらに、評価コストを軽減するため価格帯方式も提案

された。この政府案は、1992年地方財政法で成立、翌年から施行された。 

 

⑤ 地方税制改革の動向 

カウンシル税導入以降、現在まで税制の大きな改正は行なわれていないが、2000 年９

月に政府が発表した、緑書「地方財政の現代化（Modernising Local Government 

Finance）」では、税制のみならず地方財政全般にわたるかなり広範な改革が提案されて

いる。 

ここでは、そのうち税制に関する部分をとりあげる。 

 

                                                   
1  Michael Heseltine環境大臣 国会演説（1991年 3月 21日） 
2  自治体国際化協会 CLAIR REPORT No.33 ｢地方団体のための新税 協議書｣ 1991 
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図１－３－５  地方税制の沿革
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（ａ）自主財源比率 

政府は、自主財源比率の現状を、「現在の比率は変更不可能なものではないが、地方

の自主財源を増やすことが、財政責任（accountability）の強化や財政的自由度を増進 

させるという証拠はない。」と論じ、「より深刻な問題は、使途の特定された補助金や地

方自治体に課せられた様々な規制にある。」という考えを示している。 

こうした政府の考えに対し、地方自治体には依然として自主財源比率向上を求める声

は強いものの、新税の導入や事業用レイトの地方税回帰などの大規模な改革は短期的に

は考えにくく、また、対案として示された特定補助金の一般交付金化に地方自治体協会

（ＬＧＡ）も賛意を示しており、当面は現在の自主財源比率の水準は維持されると思わ

れる。 

 

（ｂ）カウンシル税の見直し 

カウンシル税については、再評価が行われておらず評価価格が実態と乖離している、

徴税命令自治体の増税に対する納税者の不満が代理徴税を行なう徴税自治体に対して

なされる恐れがある、政府の税率制限権は地方の自主性を損なうなどの批判があるが、

制度の存続に関する根本的な問題点は、現在のところ指摘されていない。 

政府も、前述の緑書の中で「カウンシル税は、納税者に広く受け入れられ、また非常

に良く理解されている。価格帯方式は、納税者の税額を予測可能（predictable）で安

定的なものにしている。再評価の点などいくつかの改良余地はあるものの、政府は現行

税制を根本的に改めるつもりは無い。」という見解を示している。 

この中で、再評価については、将来的に事業用レイトの再評価周期にあわせて再評価

の規定を設ける提案を行なっている。 

一方、代理徴税制度については、徴税命令自治体の増税に対する住民の不満が、むし

ろ、徴税自治体に対して向けられるのであれば、直接上層自治体が徴税する制度を考え

る必要があるかもしれないとの見解を示しているが、徴税コストの面も考慮した種々の

意見を募集するにとどまり、短期的には、この制度に手が加えられる可能性は低いと思

われる。 

  政府の税率制限権については、前述の通り、政府は、現状を維持する考えを示してい

るが、地方自治体には、権限の完全撤廃を求める意見と、明確な基準に従って厳格に運

用すべきという正反対の意見が存在している。 
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（ｃ）事業用レイトの見直し 

1990 年に国税化された事業用レイトについては、地方自治体協会は、地方税に戻す

ことを求めているものの、納税者である産業界が現状維持を要望しており、政府も 1998

年７月の白書「住民に密接な現代の地方自治体（Modern Local Government In Touch 

with the People）」の中で、「現在の事業用レイトシステムは強固である。税率は安定

的かつ予測可能であり、課税ベース（tax base）の変動による増税や減収から企業や地

方自治体を守っている。また歳入援助交付金と共に、地方自治体の財源調整機能の役目

を果たしている。」と長所を述べ、現行システムの維持を明確にしている。 

こうした見解を示す一方で、政府は、地方自治体と地域企業との関係を、より深める

必要性も認めている。 

これを具体化する方法として、この白書、および前述の緑書では、事業用レイトの全

国一律の税率に、一定の範囲内で、地方自治体の上乗せ税率を認める提案がなされてい

る。この上乗せ部分の使途については、地域企業団体と協議の上で決定するものとし、

一般財源に繰り入れてカウンシル税の減税に用いることは認めない見解を示している。 

この追加税率の構想が実現すれば、2000 年地方自治法で認められた包括的権限によ

り、企業と協議のうえ、独自サービスの提供が可能になることから、地方自治体側の期

待も大きいようである。 


