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（１）地方行政制度等 

① 州、県、市町村の概要 

現在、フランスには３層の地方公共団体、すなわち、州（région）、県（département）、

市町村（commune）が存在する。県および市町村については、第５共和国憲法第 72条
1によって地方公共団体と規定されている。州については、1982 年の地方分権法により

新たに地方公共団体として創設されたものである。憲法同条により、地方公共団体は法

律の定める条件により自由に行政を行うこととされており、法の範囲内での自治が保障

されている。 

また、これらの他に市町村間協力機関が存在するが、これは、フランスには非常に数

多くの市町村が存在するため（36,779団体あり、日本の約半分の人口で約 10倍の団体

数）、規模の小さい自治体が多く、連帯して行政を行った方が効率的であることから設立

されているものである。 

法的には、地方公共団体間にはいかなる序列も存在せず、ある地方公共団体が他の地

方公共団体に対して後見監督等を行うことは禁止されている。 

以下、地方公共団体のおおまかな概要を述べる2。 

 

（ａ）市町村（commune） 

市町村は、フランスの地方公共団体の中で最も古い単位であり、フランス革命以前

より存在するカトリック教区を起源としている。1831年に住民公選の市町村議会が設

立され、1882年には議員間の互選による間接選挙で市町村長（maire）が選ばれるよ

うになった3。 

1999年１月１日現在、36,779（うち 36,565が本土、214が海外領土）の市町村が

存在する。フランス本土についてみると、人口 500 人未満の市町村が全体の 58％程

度、人口 3,000人未満の市町村が全体の 92％程度を占めており、市町村は非常に小さ

な行政単位となっている。一方、人口が 10 万人を超える市町村は 36、人口 30 万人

                                                   
1 「共和国の地方公共団体は、市町村、県、海外領土である。その他の全ての地方団体は、法律によって
創設される。」 
2 主に、下條美智彦「フランスの行政 新装版」1999年 および自治体国際化協会「フランスの地方行財
政のあらまし」1992年 を参照した。 
3 従前は、市町村長は市町村議会議員の中から中央政府により選任されていた。 
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を超える市町村はわずか５しかない。人口の最も多い団体はパリ（Paris：215万人）

で、以下マルセイユ（Marseille：81万人）、リヨン（Lyon：45万人）、トゥールーズ

（Toulouse：40万人）、ニース（Nice：35万人）の順となっている。 

上記のようにフランスの市町村は規模の大小の差が激しいにもかかわらず、すべて

の市町村が同じ規制を受けている。ただし、特別の地位を有する地方公共団体につい

ては例外規定がある。 

例えば、パリは市であると同時に県でもあるという二重の性格をもった特殊な自治

体であり、パリ議会（conseil de Paris）は市議会であると同時に県議会でもある。ま

たパリには警視総監（préfet de police）が存在し、国家警察権限の他に、市町村警察

の権限事項である交通安全の確保等の警察権限も管轄している。 

また、パリ、マルセイユおよびリヨンの３市については、1982年の三大都市特別法

により領域内がいくつかの区（パリ：20 区、マルセイユ：16 区、リヨン：９区）に

分割されており、各区に区長および区議会が設けられている。また、区議会議員のう

ち得票数上位３分の１が市議会議員となる独特の制度がとられている。 

 

（参考）市町村議会（conseil municipal）および市町村長（maire） 

市町村議会議員の選出は、１つの市町村がそのまま１つの選挙区となり、名簿式２

回投票制で行う1。議員の任期は６年であり、全員が一斉に改選される。議員定数は、

市町村の人口に応じ９～69人と定められており、全国の市町村議会議員数は約 50万

人にのぼる。 

議会の権限としては、市町村に属する行政権限の計画、運営、管理方法の決定等を

行う他、財政的権限として予算の審議・採択、税率の決定、地方債の発行の決定等が

                                                   
1 人口3,500人以上の市町村の場合、名簿単位に得票を集計し、第１回投票で過半数を得た名簿があれば、
この名簿に半数の議席を配分する。残りの議席は５％以上の票を得た名簿間（過半数を得た名簿も含む）

で比例配分される。第１回投票で過半数を得た名簿がない場合は、10％以上の票を得た名簿だけを対象に
第２回投票を行い、相対多数を得た名簿に半数の議席を配分した後、残りを得票数で比例配分する。 
 人口 3,500人未満の市町村については、候補者名簿が作成される点では 3,500人以上の市町村の場合と
同じであるが、集計は候補者単位で行われる。投票者は、名簿から特定の候補者の抹消等を行うことがで

きる。第１回投票で有効投票の過半数かつ有権者数の４分の１以上を得た候補者がいる場合は、その者が

当選者となる。これで当選者が定数に満たない場合は第２回投票が行われ、得票順に当選者が決定される。 
 なお、各名簿は議員定数と同数の候補者を記載する完全名簿であることが原則であるが、人口 2,500人
未満の市町村については議員定数未満でもよいこととされている。 
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ある。 

市町村長は市町村の執行機関である。議会議員の互選により選出され、任期は６年

である。 

市町村長は、①地方公共団体の執行機関としての権限と、②国の代表としての権限

の両方を与えられている。①の権限としては、予算の作成・執行、市町村の名におけ

る契約の締結、訴訟において市町村の代表者となること、市町村警察権（交通安全の

確保等）等がある。また②の権限としては、選挙管理、戸籍管理、義務教育の履行監

視等がある。 

国の代表者としての権限は、市町村においては上記のとおり市町村長が兼務するこ

ととされているのに対し、県および州については地方長官によって担われている。 

 

（ｂ）県（département） 

県は、市町村と州の間の中間的な自治体である。県は、フランス革命後（1790年）

に、面積的に均等となるように（県都から馬車で一定時間内に往復できる距離がベー

ス）人為的に新たに創設されたものである。ただし、当初は国の行政の地方分散のた

めの単位という位置付けであった1。戦後に数県をまとめた規模の団体（州）が設立さ

れるまでは、県は行政区画のうち最上位のものと位置付けられていた。各県には中央

政府により任命された県知事（préfet）が派遣され、執行機関の長として県の行政組

織を統括管理する権限とともに、地方公共団体（市町村）の行財政への後見的監督権

等の強大な権限が与えられていた。 

しかし、1982年の地方分権改革時に、県行政の執行権は県知事から県議会議長に移

り、県は完全な地方公共団体として独立した。これと同時に、県知事は県地方長官（当

初は「共和国委員：Commissaire de la République」と呼ばれていたが、1988年よ

り職名としては再び「préfet」と呼ばれている）となり、後見的監督権は奪われ、市

町村および県に対しては行政裁判所や州会計検査院を通じた事後的監督権限を有する

のみとなっている。 

現在、100 の県（うち 96 が本土、４が海外県）があり、すべての県に同一の規制

がなされている。各県は基本的に設立当初のまま引き継がれているが、現在のイル･

                                                   
1 下條美智彦「フランスの行政 新装版」1999年 P58 
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ド･フランス州内については 1964年に県の改革が行われ、それまでの３県体制より８

県体制に再編された。（この時に、パリ市が一つの県として独立し1、先述のパリの県

および市の二重的性格も決定された。） 

ほぼ等面積となるように機械的に決められた経緯から、面積は 6,000平方キロ前後

の県が多い。この反面、県間の人口格差は大きく、人口 200万人を超える県が２県あ

る一方、20万人を切る県が 14県もある（人口最大のノール（Nord）県2の人口が 256

万人、最小のロゼール（Lozère）県はわずか７万４千人）。平均人口は約 61万人（フ

ランス本土）と、日本（県平均人口 270万人）と比較するとフランスの県の方が人口

規模はかなり小さいといえる。 

なお、海外県3は特別な地位を有しており、それぞれ特有の条件を配慮した自治権が

認められている。 

 

（参考）県議会（conseil général）および県議会議長 

県議会議員の選出方法は、カントンと呼ばれる県の区分ごとに１名が選ばれる小選

挙区２回投票制である4。議員の任期は６年であり、３年ごとに半数が改選される。 

議会の権限としては、県に属する行政権限の計画、運営、管理方法の決定等を行う

他、財政的権限として予算の審議・採択、税率の決定、地方債の発行の決定、市町村

等への補助金の枠組の決定等の権限を有している。 

また、県の執行機関である県議会議長は、３年に１度行われる県議会議員の改選時

に議員間での互選により選出され、任期は３年である。 

議長の権限としては、①議会の議決案の準備や議決の執行、②県の収入・支出の命

令、③県の諸部局の統括、④県を代表しての訴訟を行う等がある。 

 
                                                   
1 旧セーヌ（Seine）県が、パリ（Paris）、オー・ド・セーヌ（Hauts-de-Seine）、セーヌ・サン・ドニ
（Seine-Saint-Denis）、ヴァル・ド・マルヌ（Val-de-Marne）の４県に分割された。 
2 フランス最北に位置し、リール、ダンケルク等の工業都市を有する県。 
3 グアドループ（Guadeloupe：中米の島）、マルティニーク（Martinique：中米の島）、ギアヌ（Guyane：
南米大陸北部）、レユニオン（Réunion：マダガスカル島東南のインド洋上の島）の４県。 
4 １回目の選挙で有効投票の過半数かつ全有権者数の４分の１以上の得票を得た者がいればその者が当
選し、いない場合は２回目の選挙が行われ、相対多数を得たものが当選する。ただし、２回目の選挙は１

回目の選挙で有権者数の 10分の１以上の得票を得たものの間で行われるが、該当者が１人のみの場合は
次点者を加えた２人で、該当者が１人もいない場合は上位２人の間で行われる。 
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（ｃ）州（région） 

州は、いくつかの県を包括した広域行政区域であり、現在、26の州（うち 22が本

土、４が海外州 海外州と海外県とは同一）が存在し、すべての州に同じ規制が適用

されている。ただし、コルシカ州や海外州については独自の規定が存在する。 

イル･ド･フランス州やローヌ・アルプ州が８つの県を領域としているのに対し、ノ

ール・パ・ド・カレー州やアルザス州等は２つの県を領域としているのみである。 

本土において人口の多い州は、イル･ド･フランス（Île-de-France）州1（約 1,095

万人）、ローヌ・アルプ（Rhône-Alpes）州（約 565万人）、プロヴァンス・アルプ・

コートダジュール（Provence-Alpes-Côte d’Azur）州（約 451万人）であり、また人

口の少ない州は、コルシカ（Corse）州（約 26万人）、リムーザン（Limousin）州（約

71 万人）、フランシュ・コンテ（Franche-Comté）州（約 112 万人）となっており、

人口格差は県と同様大きいと言える。なお、州の平均人口は約 270万人（フランス本

土）であり、日本の県の平均人口とほぼ同じである。 

州の歴史は、県や市町村と比べて一番浅い。州はもともと、1964年に地方における

国の国土整備、経済政策の推進団体として創設されたものであった。これが 1972 年

に、間接選挙の州議会（国会議員と県議会議員からなる）および官選の州知事をもつ、

経済的・社会的発展に担当領域が限定された公施設法人（établissement public）と

なった。しかし、その権限は国営企業や大企業の産業政策の推進機関としての機能が

主であり、直接的な地域開発政策に関する権限は持ち合わせていなかった。 

さらに、1982年の地方分権法により、市町村や県と同じように直接選挙の州議会お

よび議員の互選で選ばれる議長（＝執行機関）をもつ完全な地方公共団体となった2。

この改革で地方公共団体となった州は、独自の地域開発計画の策定が可能になったほ

か、職業訓練等の権限も新たに掌握することとなった。 

このように、徐々に州のもつ権限が拡大されてきた経緯があるが、この理由として

は、経済的、人的ボーダーレス化が進むなかで、従来の県の区分が経済社会情勢にそ

ぐわなくなってきたこと3、地域間格差是正や産業構造の転換、パリ都市圏の一極集中

排除等、計画的な地域開発を行うには州規模の団体が必要であったことなどが挙げら

                                                   
1 イル・ド・フランス州はパリ首都圏を含む州で、この州に全フランスの人口の６分の１が集中している。 
2 ただし、初の直接選挙の州議会議員選挙が行われたのは 1986年である。 
3 下條美智彦「フランスの行政 新装版」1999年 P66 
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れるであろう。 

 

（参考１）州議会（conseil régional）および州議会議長 

州議会議員の選出方法は、県を選挙区とする比例代表制である1。議員の任期は６年

であり、全員が一斉に改選される。 

議会の権限としては、州計画の策定・承認、財政的権限として予算の審議・採択、

税率の決定、地方債の発行の決定等の権限を有している。 

州の執行機関である州議会議長は、６年に１度行われる州議会議員の改選時に議員

間での互選により選出され、任期は６年である。 

議長の権限としては、①議会の議決案の準備や議決の執行、②州の収入・支出の命

令、③州の諸部局の統括、④州を代表しての訴訟を行う等がある。 

 

（参考２）州経済社会委員会（comité économique et social） 

州議会に付属の諮問機関で、地方公共団体では州のみに設置されている機関である。 

全国計画の州における実施や州開発計画の計画等については、州議会での審議に先

立ち必ず委員会に対して諮問を行わなければならないことになっている。また委員会

は、州の権限に関するさまざまな事項について州に対して意見を述べることができる。 

委員の任期は６年、定数は 40～110名となっており、経営者代表、労働者代表、公

益機関の代表、有識者から構成されている。 

 

                                                   
1 １回投票制で、有効投票の５％以上を得票した名簿のみが議席の配分を受けることができる。 
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表３－１－１　州、県、市町村の概要

州（région） 県（département） 市町村（commune）

地方公共団体数 26州 100県 36,779市町村
（1999年） 　本土：22州 　本土：96県 　本土：36,565市町村

　海外： 4州 　海外： 4県 　海外：    214市町村

※平均人口・面積 【平均人口】266万人 【平均人口】61万人 【平均人口】1,600人
　 は本土ベース 【平均面積】24,726km2 【平均面積】5,666km2 【平均面積】15km2

法的根拠 地方分権法第59条 第5共和国憲法第72条 第5共和国憲法第72条
（1982年） （1958年） （1958年）

議決機関 州議会 県議会 市町村議会
（conseil régional） （conseil général） （conseil municipal）

議会議員 直接選挙 直接選挙 直接選挙
（県単位の比例代表制） （小選挙区2回投票制） （名簿式2回投票制）
任期：6年 任期：6年 任期：6年
全員が一斉に改選 3年毎に半数が改選 全員が一斉に改選

執行機関 州議会議長 県議会議長 市町村長
間接選挙（議会が選出） 間接選挙（議会が選出） 間接選挙（議会が選出）
任期：6年 任期：3年 任期：6年

行政区画におけ 州地方長官 県地方長官 市町村長
る国の代表者 （当該州の中心県の地方 （閣議により決定された大 （市町村固有の事務と国

　長官が兼任） 　統領デクレにより任命） 　の機関委任事務を兼務）

（参考１）第5共和国憲法第72条第1項
　フランスの地方公共団体は市町村、県、海外領土である。その他の全ての地方団体は法律によって創設

　される。

（参考２）地方分権法第59条第1項
　州は地方公共団体である。州は直接普通選挙で選出された州会により統治される。

（参考３）フランス（本土）の人口、面積

フランス（本土） （参考）日本

人　口 5,852万人 （日本の46％） 12,607万人
面　積 543,965km2 （日本の146％） 372,827km2

（参考４）日本の都道府県、市町村の平均人口、平均面積 （2000年）
　　【平均人口】 都道府県：268万人 市町村：38,800人
　　【平均面積】 都道府県：7,932km2 市町村：115km2

　　（注）日本の市町村数：3,229市町村、23特別区（平成12年3月31日現在）
　　（出典）地方財政白書平成13年版他  
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【参考１】市町村間協力機関の概要 

フランスにおける多数かつ微小な市町村の存在は、行政の非効率をもたらしていると

考えられているが、市町村のアイデンティティーに対する住民、地方議員の執着は強く、

市町村の合併はあまり進展していない。このような状況下、市町村の広域連合である市

町村間協力機関（ＥＰＣＩ：établissements publics de coopération intercommunale）

の組織が進展している。 

ＥＰＣＩは大きく独自税源を有しない機関と独自税源を有する機関に分類することが

できる。（表３－１－２） 

 

表３－１－２　市町村間協力機関の分類

独自税源の有無 名　　　　称 団体数 分担金 主要４税 共通職業税

独自税源を有しない機関 単一目的型組合 (SIVU) 14,885 14,885 - -
複数目的型組合 (SIVOM) 2,165 2,165 - -
混合型組合  1,454 1,454 - -

独自税源を有する機関 ディストリクト 281 - 266 15
都市共同体 (CU) 12 - 10 2
新都市組合 (SAN) 9 - - 9
市町村共同体 (CC) 1,494 - 1,274 220
広域都市共同体 (CV) 1 - - 1
新都市共同体 (CA) 50 - - 50

（注１）団体数は2000年1月1日時点（独自税源を有しない機関は1999年1月1日）
（注２）ディストリクト、広域都市共同体は1999年７月の法律により一定期間経過後、市町村共同体等
　　　　への転換が予定されている。
（注３）「分担金」とは、構成市町村による分担金により収入を得る団体。「共通職業税」は、職業税を
　　　　市町村間協力機関の独自税源とし、他の主要３税を構成市町村の財源とする制度をとる団体。
（出典）Les collectivites locales en chiffres 2000

財　　　源

 

 

 

（ａ）独自税源を有しない機関 

 独自税源を有しない機関の歴史は古く 19 世紀に遡るが、財源は構成市町村からの

拠出金を主とし、自己の税源（地方税徴収権）を有しない。また、経常総合交付金を

交付されない。 

 所掌事務については、必ず行わなくてはならない義務的所掌事務は特にない。 
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 独自税源を有しない機関には以下のものがある1。 

 

ⅰ 単一目的型組合（ＳＩＶＵ：syndicat intercommunal à vocation unique） 

・ 1890 年に制度創設され、市町村を構成メンバーとし単一の所掌事務のみ

を有する市町村組合（syndicat de communes）である。 

・ 1999年１月現在の団体数は 14,885団体。 

 

ⅱ 複数目的型組合（ＳＩＶＯＭ：syndicat intercommunal à vocation multiple） 

・ 1959 年に制度創設され、市町村を構成メンバーとし複数の所掌事務を有

することができる市町村組合である2。 

・ 1999年１月現在の団体数は 2,165団体。 

 

（ｂ）独自税源を有する機関 

財源としては、構成市町村からの拠出金ではなく、税源（地方税徴収権）を付与さ

れている。税源については、構成市町村の賦課する主要４税（住居税、既建築地不動

産税、未建築地不動産税、職業税）への付加税または共通職業税3（ＴＰＵ：taxe 

professionnelle  unique）となっている。また、独自税源を有する機関は経常総合交

付金を交付される。 

 独自税源を有する機関には以下のものがあり、最低限行わなくてはならない所掌事

務が規定されている。また、人口要件のあるものがある。 

 

ⅰ ディストリクト（district） 

＜ＣＵ、ＣＡ、ＣＣのいずれかに転換予定＞ 

・ 1959 年に制度創設され、所掌事務として少なくとも住宅、消防活動を行

う必要がある。 

                                                   
1 他に、市町村以外にＥＰＣＩを構成メンバーとする混合型組合（syndicat mixte）がある。 
2 市町村はＳＩＶＯＭの複数の所掌事務のうち一部に参加することも可能である。 
3 共通職業税とは、ＥＰＣＩが独自に地域内に共通の税率で徴収する職業税である。共通職業税を導入し
た場合、各構成市町村は職業税の徴収権を喪失する。また、共通職業税を課税する場合、ＥＰＣＩは主要

３税（住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税）への付加税も行うことができる。 
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・ 人口要件は特にない。 

・ 税源は構成市町村の賦課する主要４税への付加税である1。 

・ 2000年１月現在の団体数は 281団体。 

 

ⅱ 都市共同体（ＣＵ：communauté urbaine） 

・ 1966 年に制度創設され、所掌事務として義務事業６種類（領域整備、都

市政策、環境保護等）が指定されている。 

・ 人口要件があり、人口２万人以上とされていたが 1999年に 50万人以上

に引き上げられた2。 

・ 税源は構成市町村の賦課する主要４税への付加税である3。 

・ 2000年１月現在の団体数は 12団体。 

 

ⅲ 新都市組合（ＳＡＮ：syndicat d’agglomération nouvelle） 

＜ＣＡに転換可能＞ 

・ 1983 年に制度創設され、所掌事務として都市計画、住宅、道路、経済発

展等が義務となっている。 

・ 人口要件は特にない。（ただし、新都市が限定されている） 

・ 税源は共通職業税である4。 

・ 2000年１月現在の団体数は９団体。 

 

ⅳ 市町村共同体（ＣＣ：communauté de communes） 

・ 1992 年に制度創設され、所掌事務として義務的事業２種類（領域整備、

                                                   
1 家庭ごみ収集の権限を有する場合、家庭ごみ処理税も徴収できる。また、共通職業税（ＴＰＵ）へ移行
することも可能である。 
2 市町村間協力機関の中で、ＣＵは平均的にみて最も規模の大きい団体である。現行のＣＵのうち、人口
50万人を超えているＣＵはリヨン（118万人）、リール（110万人）、ボルドー（67万人）のみである。
ただし、現在すでに存在しているＣＵについては、人口 50万人以下でもそのまま存続できることになっ
ている。 
3 家庭ごみ収集の権限を有する場合、家庭ごみ処理税も徴収できる。また、共通職業税（ＴＰＵ）へ移行
することも可能である。1999年７月の市町村間協力機関の簡素化・強化に関する法律施行後に創設（転
換を含む）されたＣＵについては必ず共通職業税が採用される。 
4 家庭ごみ収集の権限を有する場合、家庭ごみ処理税も徴収できる。 
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経済発展）、および選択的事業４種類（環境保護、住宅政策、道路、教育

等施設）（うち少なくとも１つを行う必要）が指定されている。 

・ 人口要件は特にない。 

・ 税源は構成市町村の賦課する主要４税への付加税である1。 

・ 2000年１月現在の団体数は 1,494団体。 

 

ⅴ 広域都市共同体（ＣＶ：communauté de villes） 

＜ＣＣ、ＣＡのいずれかに転換予定＞ 

・ 1992 年に制度創設され、所掌事務として義務的事業２種類（領域整備、

経済発展）、選択的事業４種類（環境保護、住宅政策、道路、教育等施設）

（うち少なくとも１つを行う必要）が指定されている。 

・ 人口は２万人以上との要件がある。 

・ 税源は共通職業税である2。 

・ 2000年１月現在の団体数は１団体。 

 

ⅵ 新都市共同体（ＣＡ：communauté d’agglomération） 

・ 1999 年に創設され、所掌事務としては義務的事業４種類（経済発展、領

域整備、居住条件の社会的均衡、都市政策）、選択的事業５種類（道路、

衛生、水利、環境保護、文化等施設）（うち少なくとも３つを行う必要）

が指定されている。 

・ 人口は５万人以上との要件があり、かつ人口 15,000人以上（あるいは県

庁所在地）の中心市が存在しなくてはならない3。 

・ 税源は共通職業税である4。 

・ 2000年１月現在の団体数は 50団体。 

 

                                                   
1 家庭ごみ収集の権限を有する場合、家庭ごみ処理税も徴収できる。また、1999年７月法施行後にＣＶ
等から転換したＣＣについては共通職業税が採用される。 
2 家庭ごみ収集の権限を有する場合、家庭ごみ処理税も徴収できる。 
3 2000年１月現在存在するＣＡのうち、ほとんどが県庁あるいは郡庁所在地を中核としたものである。 
4 家庭ごみ収集の権限を有する場合、家庭ごみ処理税も徴収できる。 
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（参考）都市共同体（CU）の内訳（1999年）

中心都市名 共同体の所在する州 人口 市町村数
Lyon Rhone-Alpes 1,184,247 55
Lille Nord-Pas-de-Calais 1,103,636 86
Bordeaux Aquitaine 670,702 27
Strasbourg Alsace 456,249 27
Nancy Lorraine 264,300 20
Brest Bretagne 221,847 8
Dunkerque　* Nord-Pas-de-Calais 212,241 18
Le mans Pays de la Loire 188,852 8
Le Creusot Bourgogne 94,419 16
Cherbourg Basse-Normandie 91,681 6
Arras　* Nord-Pas-de-Calais 90,550 21
Alencon Basse-Normandie 51,956 17

4,630,680 309
（注）*は共通職業税を採用している共同体
（出典）Les collectivites locales en chiffres 2000

合　　計

 

 

 

【参考２】1999年市町村間協力機関の簡素化・強化法の概要 

 1999年７月に市町村間協力機関の簡素化・強化に関する法律（Chevénement法）が

成立し、市町村間協力機関（ＥＰＣＩ）の簡素化・強化が図られている。同法は、独自

税源を有するＥＰＣＩについて、以下のような改正を行っている。（独自税源を有しない

ＥＰＣＩである市町村組合の形態について特に変更を加えていない。） 

 

（ａ）独自税源を有するＥＰＣＩの簡素化 

 従来、独自税源を有するＥＰＣＩには５種類の機関、すなわちディストリクト、市

町村共同体（ＣＣ）、都市共同体（ＣＵ）、広域都市共同体（ＣＶ）、新都市組合（ＳＡ

Ｎ）があったが、これを３種類の機関（都市共同体（ＣＵ）、新都市共同体（ＣＡ）、

市町村共同体（ＣＣ））に簡素化する。また、都市共同体の人口要件を引き上げるなど

により、都市共同体は大都市、新都市共同体は中規模都市、市町村共同体は農村部と

いう区分が明確になった。 

また、この簡素化により、従来のディストリクト、広域都市共同体（ＣＶ）および

新都市組合（ＳＡＮ）は、一定期間内に上記のいずれかに転換されることとなってい

る。 

 この他に、この法律による新たな規制として、市町村は複数の独自税源を有する機

関に加盟することができなくなった他、法施行後に新規に創設されるＥＰＣＩについ
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ては、領域的一体性（地続きであること）が要件とされることとなった。 

 

ⅰ 都市共同体（communauté urbaine） 

 従前からの機関である。人口要件について、従来は人口２万人以上であったもの

が、50万人以上へと大幅に引き上げられた。ただし、法律施行時点で既に存在する

都市共同体にはこの人口要件は適用されない。 

 

ⅱ 新都市共同体（communauté d’agglomération） 

 新規に創設された機関である。人口５万人以上であり、かつ中心となる市町村が

人口 15,000人以上あるいは県庁所在地であることが要件となっている。 

 

ⅲ 市町村共同体（communauté de communes） 

 従前からの機関である。農村部を想定しており、従来同様人口要件はない。 

 

（ｂ）独自税源を有するＥＰＣＩの強化 

新都市共同体および都市共同体については、経済発展、空間整備、居住条件の社

会的均衡、都市政策といった分野での義務的権限が付与されることとなった。 

 また、共通職業税の推進策として、次のような改革を行っている。 

 

ⅰ 共通職業税の義務化 

新都市共同体および新規に創設される都市共同体については、共通職業税（ＴＰ

Ｕ：taxe professionnelle unique）が義務化され、経済的連帯性が強化された1。 

 

ⅱ 共通職業税と付加課税の併用制の導入 

 共通職業税を導入している団体が、共通職業税に加え、主要３税（住居税、既建

築地不動産税、未建築地不動産税）への付加税を課すことが可能となった。従前は、

共通職業税と主要４税への付加課税は選択性であり、共通職業税を導入した場合、

主要４税への付加課税権を喪失することになっていた。 

                                                   
1 従前は、主要４税への付加課税と共通職業税との選択性であった。 
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② 地方長官の役割 

（ａ）地方における国家の代表 

 地方公共団体である州、県、市町村は同時に国の行政区画でもあり、それぞれに国

の代表者が置かれている。州、県の場合は州地方長官および県地方長官（préfet）が

置かれ、市町村の場合は議会の議長である市町村長がその区画内の国の代表として職

務を行う。 

 地方長官は、閣議の議を経た大統領令により任命され、県における首相および各大

臣の直接の代表者である。県内における各省庁の出先機関を統括する他、県および県

内の市町村に対する事後的監督権、他の公法人との協定の締結権、県内の警察権など

の権限を有している。 

1982年の地方分権改革前までは、各県には県知事（県地方長官の前身）がおかれて

いたが、これはフランス革命後に、ナポレオンにより国家権力による地方統治を目的

として創設された制度である。県知事は、現在の地方長官と比べて強大な権限を与え

られていた。すなわち、①政府および中央省庁の出先機関の代表としての権限、②内

務省の代表としての権限、③県の執行部の統括責任者として県議会および執行部を統

括管理する権限を持ちあわせていた1。内務省の代表としての権限としては、特に、県

内の各市町村に対しての後見監督権を掌握していたが、これは事前統制の形で市町村

行政のコントロールを可能とするもので、国による実質的な地方支配を確実にする手

段であった。 

しかし、1982年地方分権改革法により、③県の執行部の統括責任者としての権限が

県議会議長に移り、県地方長官の県の執行機関としての権限が奪われたとともに、②

における市町村に対する後見監督権も廃止された。この改革により、県および県内の

市町村に対して、県地方長官は行政裁判所および州会計検査院を通じた事後的な監督

のみを行うこととなった。 

また、同法により、従来の国の任命による州知事を継承するものとして、州地方長

官が誕生した。州地方長官の権限は基本的に県地方長官の権限と同じであり、県地方

長官が県および市町村を管轄するのに対して、州地方長官は州を管轄する。 

                                                   
1 下條美智彦「フランスの行政 新装版」1999年 P58 
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州地方長官は、州庁のある県の県地方長官が兼任することとなっている。 

 

（ｂ）地方長官の地方公共団体に対する財政的監督権1 

地方長官のもつ事後的監督権には、地方公共団体の議決等が法律に違反した場合の

監督権（行政裁判所への提訴）の他に、以下の財政的監督権がある。 

 

ⅰ 期限までに地方公共団体の予算の採択がされない場合の権限 

 地方公共団体の予算がその適用年度（フランスの財政年度は１月始まり）の 3月

31日（議会の改選の年は４月 15日）までに採択されなかった場合は、地方長官は

州会計検査院に提訴を行う2。州会計検査院はこれを受け、１ヶ月以内に予算案を作

成する。地方長官はこれを受け、予算を決定し執行力を付与する。 

ただし、地方長官が州会計検査院の案と異なる決定を行う場合は、明確な理由を

付す必要がある。 

 

ⅱ 地方公共団体の予算が収支均衡していない場合の権限 

 地方公共団体の予算が収支均衡状態で採択されなかった場合には、地方長官は予

算が報告された日から 30 日以内に州会計検査院に提訴を行う。州会計検査院は、

地方長官の提訴の日から 30 日以内に地方公共団体に対し予算の収支均衡を確保す

るために必要な措置を勧告し、地方議会に対し新たな議決を要請する。 

地方議会が州会計検査院の勧告の日から１ヶ月以内に再議決を行わなかった場合、

またはその議決内容が均衡回復措置として不十分であると州会計検査院が認めた場

合は、地方長官は予算を決定し、執行力を付与する。 

地方長官の決定が州会計検査院の勧告と異なる場合は、その決定に理由を付す必

要がある。 

（参考）地方予算の収支均衡条件とは、経常部門と資本部門がそれぞれ収支均衡し

                                                   
1 村上順「フランス地方分権改革法」1996年 および Code général des collectivités territoriales Art. 
L1612-1～を参照した。 
2 地方公共団体の予算が当該年度の開始までに可決されなかった場合は、可決までの間、経常部門につい
ては前年度予算の範囲内で、資本部門については議会の同意のもと、債務償還分を除く前年度予算の一定

割合の範囲内で、首長は支出命令を行える措置がとられている。 
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ており、経常部門から投資部門への充当額に起債を除く投資部門固有の収入を

加算した額が、当該予算年度に支払うべき借入金の元本償還額をカバーしてい

ることを指す。 

 

ⅲ 地方公共団体の予算に義務的経費が計上されていない場合の権限 

地方公共団体の予算に義務的経費（債務償還費や法律に明示的に記載されている

支出）が十分に計上されていない場合は、地方長官は州会計検査院に提訴を行う1。 

州会計検査院は、提訴より１ヶ月以内に、関係自治体に対して義務的経費の計上

が不足していることの催告を行う。 

1 ヶ月以内に上記の催告内容が実行されない場合は、州会計検査院は地方長官に

対し、予算に義務的経費を計上し、かつ必要な場合には義務的経費を支払うに足る

財源の創出、または任意的経費の削減を勧告することができる。 

地方長官は、勧告を受け予算を決定し、執行力を付与する。 

ただし、地方長官の決定が州会計検査院の提案と異なる場合は、その決定に理由

を付す必要がある。 

（参考）義務的経費には次のようなものがある2。 

・ 州･･････州の運営に関わる経費（議員や職員の人件費、庁舎管理費等）、債務

元利償還費、教育関係費等 

・ 県･･････県の運営に関わる経費、債務元利償還費、教育関係費、福祉給付費、

港湾関係費、県道関係費等 

・ 市町村･･市町村の運営に関わる経費、債務元利償還費、教育関係費、警察関

係費、衛生関係費、市町村道関係費等 

 

ⅳ 地方公共団体が義務的経費の支出を行わない場合の権限 

地方公共団体が、地方長官による義務的経費の支出の催告を受けた後 1ヶ月以内

に支出の執行を行わなかった場合には、地方長官は職権で義務的経費の支出を行う

ことができる。 

                                                   
1 地方長官のほか、公会計官、利害関係者も提訴することができる。 
2 Code général des collectivités territoriales Art. L2321-2, L3321-1, L4321-1 



 243

 

ⅴ 地方公共団体の決算において欠損が生じた場合の権限 

 地方公共団体の決算において、一定額（人口 2万人未満の市町村は経常部門収入

の 10％、その他の市町村および県、州は５％）以上の欠損が生じた場合には、地方

長官は州会計検査院に対し提訴を行う。州会計検査院は、提訴から１ヶ月以内に地

方公共団体に対し、財政均衡回復のために必要な措置を勧告する。 

この場合、地方長官は当該自治体の翌年の当初予算を州会計検査院に報告する。

州会計検査院はこの当初予算を審査し、欠損を埋めるのに必要な措置が未だ不十分

であると判断した場合には、報告の日から１ヶ月以内に、地方長官に対し必要な措

置を勧告する。 

勧告を受け、地方長官は予算を決定し、執行力を付与する。 

地方長官の決定が州会計検査院の提案と異なる場合は、その決定に理由を付す必

要がある。 

 

【参考１】国の行政制度1 

（ａ）大統領（Président de la République） 

 フランスの大統領制は、アメリカの大統領制とは異なり、３権の全てにわたって政

治的実権をもつ大統領と、議会に対して責任を負う首相との共存が特徴である。現行

の大統領制は 1958年の第５共和国憲法によって新たに規定されたものである2。 

 大統領は国家元首であり、任期は７年3、選出は２回投票制による直接選挙で、再選、

３選以上も可能である。三権の上に立つ存在として、国民議会の解散権（立法権）、首

相や大臣の任命権（行政権）、恩赦権（司法権）等の広範な権限をもつ。また、国会に

対して責任を負うことはなく、大反逆罪で訴追される場合以外は職務行為について一

切の民事・刑事責任を負わず、政治的責任も問われない。 

 

（ｂ）首相（Premier Ministre）および内閣（cabinet） 

                                                   
1 国の行政制度については、主に滝沢正「フランス法」1997年 を参照した。 
2 当初は国会議員、地方議員による間接選挙で選出されたが、1962年の憲法改正により大統領の直接公
選制が採用された。 
3 2002年の大統領選挙から任期は５年になる。 
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首相は、内閣における主席の大臣で大統領が任命する。大統領に対して大臣の任免、

臨時国会の開催等を提案し、各大臣の行政事務を統括するとともに、命令（décret）

制定権、国務指揮権等を有する。また、首相は国会に対して、政府を代表し政治的責

任を負って政府法案を国会に提出する。 

フランスの内閣における大臣は、①首相、②国務大臣、③各省大臣、④特別問題担

当大臣、⑤特別問題担当閣外大臣（関係案件のときのみ閣議に出席）の５種類に分類

されるが、閣僚数は内閣によって変動する。1990年代では、平均的な人数は閣外大臣

も含めて 40 人前後である。フランスにおいては、省庁は日本のように恒常的で固定

的なものではなく、新内閣の発足と同時に各大臣の担当する組織がダイナミックに再

編されているのである。 

なお、閣僚の国会議員との兼職は禁止されている。 

  

（ｃ）議会（Parlement） 

ⅰ 国民議会（Assemblée Nationale） 

 小選挙区制による直接選挙で選ばれ、任期は５年、定員 577人。議員の中には地

方議会議員を兼任している者も多く、県議会議員兼職者が約 48％、州議会議員兼職

者が約 28％、市町村長兼職者が約 45％（重複を含む。数値はいずれも 1988年）と

なっており、兼職者比率の多さは極めて顕著である。 

 

ⅱ 上院（Sénat） 

 県単位の選挙区による間接選挙で選ばれ、任期は９年（３年毎に３分の１ずつ改

選）、定員 321 人。選出は、国民議会議員、州議会議員、県議会議員の全ておよび

市町村議会議員の代表が、県単位に選挙団を形成して選出する（選挙団のうち 95％

が市町村議会議員）。また、議員は市町村議会議員兼職者が約 80％、そのうち 40％

が市町村長である。 

 上記のように上院はその多数が市町村議会の代表からなる選挙団により選出され

ているため、地方的性格を強く有しており、伝統的に国会の審議においては地方部

の意思を強く反映していると言われている1。 

                                                   
1 自治体国際化協会「フランスの地方行財政のあらまし」1992年 P9 
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（ｄ）憲法評議会（Conseil constitutionnel） 

法律の合憲性の審査機関として第５共和国憲法第 56 条以下で規定されている、司

法権にも行政権にも属さない独立した機関である。 

通常、法律の合憲性審査は、議会において議決がなされて法律の内容が確定した後、

大統領が審書して執行力の付与がなされるまでの間（審書期間）に行われ、法律の発

効後の訴訟については認められていない。このため、憲法評議会による法律の違憲審

査はいわば立法手続きの一環という性格を帯びているとも言える。 

提訴権者は大統領、首相、両院議長、両院それぞれの 60人以上の議員である。 

評議会の定員は９人で、３人は大統領により、３人は国民議会議長により、３人は

上院議長により選任される。任期は９年。また、この９人に加えて大統領経験者も終

身的に構成員となる。 

 

（ｅ）裁判所 

 フランスの裁判所組織の基本的な特徴は、司法権に属する司法裁判所の他に、執行

権に属する行政裁判所を有する点にあり、いわゆる二元的裁判所制度を採用している。 

 

ⅰ 司法裁判所 

 フランスにおける司法裁判は、事実審については二審制を原則としている。よっ

て、裁判所は第一審を担当する①下級裁判所（tribunal）と控訴審を担当する②上

級法院（cour）に大別される。上級法院には控訴院（cour d’appel）があり、下級

裁判所の判決のうち控訴を受け付けるもの全てについて管轄権を有しており、全国

にほぼ州単位で設置されている。 

 この他に、司法裁判所における最高裁判所である③破毀院（cour de cassation）

がある。ただし、破毀院は、事件を裁くための事実審裁判所としての性格を本来的

に有しておらず、法令の解釈を統一するための純然たる法律裁判所として位置付け

られており、審級として数えられてはいない。 

 

ⅱ 行政裁判所 

 行政裁判所のうち普通法裁判所には、第一審裁判所としての①行政地方裁判所
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（tribunal administratif：1953年に設置。全国に 26箇所）、控訴審裁判所として

の②行政控訴院（Cour administrative d’appel：1987年に新設。全国に５箇所）、

最高裁判所としての③国務院（Conseil d’Etat）がある。 

 国務院は革命後に設けられたのが直接の起源で、行政地方裁判所や行政控訴院は、

行政訴訟の増加に伴う国務院の負担の増加を軽減するために、後に新たに設立され

た組織である。 

 国務院の権限は大きく①行政裁判における最高裁判所としての権限と、②政府の

諮問機関としての権限に分けられる。 

 前者としては、通常の行政事件については行政控訴院の下した判決に対する破毀

審を行い、適法性審査訴訟、選挙訴訟、越権訴訟等については行政地方裁判所の判

決に対する直接控訴審を行う。また、特に重要な事項（大統領や首相のデクレの取

り消し訴訟、複数の地方裁判所にまたがる行政行為の訴訟等）は、第一審かつ最終

審としての権限を有している。 

 後者の権限としては、各省庁が作成した国会提出法案の審査・修正、行政立法案

の諮問を受ける1、行政処分や法令解釈に関する諮問を受ける等がある。 

 

ⅲ 会計検査院（Cour des comptes） 

 会計検査院は、前項で述べた行政普通法裁判所とは別の行政例外裁判所に位置付

けられており、公的機関の会計監査を行うほか、公会計に関する事件についての事

実審裁判権を有する。 

1982年の地方分権法により、州会計検査院（Cour régionale des compte）が下

部組織として新たに設置された。州会計検査院は、州内の地方公共団体の予算・決

算について、地方長官や利害関係者の提訴に基づき、修正予算案の作成や地方公共

団体への勧告等を行う権限を有する。 

 

                                                   
1 旧来は法律として定められたもので現在は命令事項とされているものを改廃するデクレは、国務院の議
を経ることが義務付けられている。 
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【参考２】地方財政委員会1 

 地方財政に関する諮問機関、および交付金配分方法の決定等を行う機関として、地方

自治一般法典により地方財政委員会（Comité des finances locales）が規定されている。 

 任務、権限としては、 

・ 経常総合交付金（ＤＧＦ）を始めとした国から地方への交付金の配分のコント

ロール。 

・ 政府より、地方財政に関する法令等についての諮問を受ける。政令については、

諮問は義務とされている。 

・ 毎年、地方公共団体の決算が地方財政委員会に提出される。 

・ 政府および議会に対して、地方公共団体に関する予算案審議等に必要な分析を

行う。また、毎年地方公共団体の財政状況に関する報告書を作成する。 

等が挙げられる。 

構成メンバーは、国民議会議員２名、上院議員２名、州議会議長２名、県議会議長４

名、市町村間協力機関の議長７名、市町村長 15名、国務代理官 11名であり、任期は３

年となっている。 

 

③ 地方の所掌事務 

（ａ）基本的な考え方 

 1983年に制定された権限配分法2およびそれを補完する法律は、1982年制定の地方

分権法3の要請に応えた具体的な地方分権改革の中身であり、新しい地方組織に対する

権限の再配分について定めている4。この法律により、それまで国の管轄であった行政

権限の多くが地方公共団体へ委譲されることになった。 

本法では、個別の事務を各レベルの地方公共団体にどのように振り分けるかという

点について、①一括権限委譲、②権限と財源の同時移管、の二つの原則をとっている。 

 ①は、諸々の権限を分野ごとに一括して、その処理に最適なレベルの団体に包括的

な権限を与えるという原則である。 

                                                   
1 Code général des collectivités territoriales Art. L1211-1～L1211-5等を参照した。 
2 正式名称「市町村、県、州と国の間の権限配分に関する 1983年１月７日の法律」 
3 正式名称「市町村、県および州の権利と自由に関する 1982年３月２日の法律」 
4 大山礼子「フランス地方制度改革の現状と新権限配分法」自治研究 60巻 3号 1984年 P96 
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 ②は、地方公共団体が委譲された新しい事務を行う際に新たな費用が発生するが、

この費用について、委譲の期日において実際に国が負担している支出金額に等しい額

が、地方に完全に補填されるという原則である。 

財政面における委譲は、税源の委譲および新たな交付金の設立によってなされてい

る。税源の委譲としては、州に対する自動車登録税、県に対する不動産公示税・登記

税および自動車税がある。また、新たな交付金としては、地方分権総合交付金（ＤＧ

Ｄ）が創設された。これらのうち、税源の委譲額は、権限委譲時点において地方公共

団体全体ベースで歳出増の少なくとも半分を占めることとされた。 

  

（ｂ）州、県、市町村の主要な事務 

 州、県、市町村の所掌事務を体系的かつ網羅的に把握することは困難であるが、そ

の主要な所掌事務に関する概要は以下のとおりである。（表３－１－３） 

 

表３－１－３　州、県、市町村の主要な事務

州 県 市町村 （参考）国

国土開発 ・州国土計画の策定 ・農村部市町村への施設
　補助

・全国国土計画の策定

都市計画 ・都市基本計画の作成
・土地占用計画の作成
・建築許可

教育 ・高等学校の整備・運営 ・中学校の整備･運営 ・小学校・幼稚園の整備・
　運営

・大学の整備・運営
・教職員給与の負担

社会福祉・衛生 ・社会扶助給付金の負担 ・消毒・衛生 ・医療給付
・疾病予防対策 ・市町村保健所

環境・文化 ・州立図書館・博物館 ・県立図書館・博物館 ・市町村立図書館・博物館

交通・運輸 ・運河・水路・河川港の整備・
　運営

・商港・漁港の整備・運営
・通学輸送の組織・運営

・レジャー用港湾の整備・
運営

・県道の整備・管理 ・市町村道の整備・管理 ・国道の整備・管理

職業訓練 ・職業訓練計画の作成・実施 ・全国規模の職業訓練
　機関の設立・出資

警察 ・市町村警察（交通安全の確 ・国家警察
　保等に業務が限定） ・国家憲兵隊

経済支援 ・州内企業への補助 ・県内企業への補助 ・市町村内企業への補助

その他 ・消防・救急
・家庭ごみ収集
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ⅰ 州の所掌事務1 

 州は、全体的な調整を行うコーディネーター的機能を担っており、国土整備

（aménagement du territoire）、経済発展等を所掌している。 

 

（ⅰ）国土整備・経済発展 

・ 州の計画の策定 

州は、県、市町村とも協議の上、州の経済発展等に関する中期計画を策定する

こととされている。 

・ 計画契約 

国の計画と州の計画を調和させるものとして、５ヵ年の「計画契約（contrat de 

plan）」があるが、これは国と州の協議により決定される。 

・ 経済支援 

企業への経済支援は州の所掌事務とされており、企業の新設・拡張に関し支援

を行っている2。 

 

（ⅱ）高等学校（Lycée） 

・ 州は、県の同意の上、高等学校、中学校等の建設等計画を策定することとされ

ている。 

・ 州は、高等学校等の建設、改築、拡張、新設を所掌している3。また、高等学校

の運営経費も州の負担となっている4。 

（参考）大学は国の所掌とされているが、州も建設費等を負担している。 

 

（ⅲ）職業訓練 

・ 職業訓練は州の所掌とされており、州は、国との協議の下、職業訓練の中期計

                                                   
1 La documentation française, Les collectivités locales en France, 2000, P33-P38 等を参照した。 
2 州の経済支援を補完する形で、県や市町村も企業への経済支援を行うことができる。 
3  ただし、実態として県等も高等学校等の建設費等を負担している。財源として国から教育施設整備交
付金（ＤＲＥＳ：dotation régionale d’équipement scolaire）が交付されているが、実際の支出額には遠
く及んでいない。 
4 教育課程策定は国の所掌である。また、教職員は国家公務員である。 
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画を策定することとされている1。 

・ 財政的には、各州に職業訓練基金が設けられており、これに関する国からの交

付金として職業訓練地方分権交付金がある。 

 

（ⅳ）その他 

州の所掌事務で上記のほかに重要なものとしては、交通・運輸関係がある。こ

のうち、港湾関係については、運河建設、およびそれに付随する河川港の建設を

所掌している。 

また、実験的に行われている権限委譲として、近距離鉄道が州の所管となって

おり、これに要する経費をフランス国鉄（ＳＮＣＦ）に補助している。 

（参考）道路については、州道はない。ただし、計画契約の枠組みを通じ国道の

建設等に支出を行っている。 

 

ⅱ 県の所掌事務2 

 県は、社会的・領域的な連帯を確保する団体として位置付けられており、福祉給

付等を所掌している。 

 

（ⅰ）福祉給付 

・ 福祉給付（高齢者扶助、障害者扶助等）は県の所掌事務とされている3。その給

付条件や最低給付水準は国により規定されているが、県はそれを上回る給付水

準を決定することができる。 

・ 福祉給付は 1980 年代の地方分権改革において国から県に移管されたものであ

り、国から地方分権総合交付金が交付されている4。 

 

                                                   
1 全国レベルでの職業訓練組織も存在するが、これについては国の所掌となっている。 
2 La documentation française, Les collectivités locales en France, 2000, P39-P44 等を参照した。 
3 県の福祉給付については、市町村も拠出することが定められていたが、現在は廃止されている。医療給
付に関しては、従来、県の所掌とされていたが、県間の不均衡が著しいことから、再び国の所掌とされて

いる。 
4 地方分権総合交付金は地方公共団体に包括的に交付されるものであり、これを福祉給付に充当する義務
はない。 
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（ⅱ）中学校（collège） 

・ 県は、中学校の建築、改築、拡張、新設を所掌している1。また、中学校の運営

経費も県の負担となっている2。 

（参考）州の所掌である高等学校と県の所掌である中学校は併設されているこ

とが多く、この場合は、州と県が協定（convention）を結び負担割合を決定

することとされている。 

 

（ⅲ）県道 

・ 県道の建設、維持、管理は県の所掌事務とされている3。 

（参考）1980年代の地方分権に際し、国道の一部が県道化されたが、劣悪な状

況で県に譲渡されたこともあり県道に関する県の支出は高い水準にあるとさ

れる。 

 

（ⅳ）経済発展等 

・ 県も経済発展施策の一環として企業への経済支援を行うことが可能であるが、

直接補助については、州が行う補助の補完（上積み）に限定されている。 

・ 県は農村部市町村への施設補助を所掌しており、県の重要な事務となっている。

県は市町村によって定められる優先度を踏まえ、支援計画を策定することとさ

れている。 

 

（ⅴ）その他 

・ 港湾関係については、県は商・漁港の建設、維持、管理を所掌している。 

・ 学校交通の組織、運営は県の所掌となっている。 

 

                                                   
1 学校の建設費等、運営費については、市町村も拠出すること制度があったが、建設費等については 1994
年末に、運営費については 1999年末に廃止された。中学校の建設費等については、国から中学校整備県
交付金（ＤＤＥＣ：dotation départemental d’équipement des collèges）が交付されているが、実際の支
出額には遠く及ばない。 
2 教育課程策定等は国の所掌である。また、教職員は国家公務員である。 
3 フランスの道路延長の約３分の１が県道である。 
（参考）高速道路：9,300km、国道：27,200km、県道：358,500km、市町村道：586,000km（1998年） 
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ⅲ 市町村の所掌事務1 

 市町村は最も長い歴史を有する団体であり、基礎的自治体として様々な所掌事務

を有しているが2、主要な所掌としては以下が挙げられる。 

 

（ⅰ）初等教育 

・ 市町村は幼稚園および小学校の建設、改築、拡張、新設を所掌している。また、

これらの運営経費を負担している3。 

 

（ⅱ）市町村道 

・ 市町村道の建設、維持、管理は市町村の所掌とされている。 

 

（ⅲ）家庭ごみ収集 

・ 家庭ごみ収集は、市町村の所掌とされている。 

・ その財源をファイナンスするために、市町村は家庭ごみ処理税あるいは家庭ご

み収集手数料を徴収することができる。 

 

（ⅳ）市町村警察 

・ 警察は基本的には国家の所掌であるが、交通安全の確保等については市町村警

察が行っている4。 

・ ただし、県の地方長官のコントロールに服することとされており、国の制限が

課されている5。 

（参考）公共秩序が脅かされる場合には、県の地方長官が市長の職務を代行す

ることが可能となっている。 

 

                                                   
1 La documentation française, Les collectivités locales en France, 2000, P45-P50 等を参照した。 
2 「いかなるアプローチをとっても、市町村の所掌事務は定義不能である」とされている。 
（Jaques Hardy, Les collectivités locales, 1998, P58） 

3 教育課程策定は国の所掌である。また、教職員は国家公務員である。 
4 市町村警察に逮捕権はない。 
5 市町村警察職員の任命は市長により行なわれるが、検察（国）の同意が必要とされる。 
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（Ⅴ）消防・救急 

・ 消防・救急関係については、県単位で構成される消防・救急県サービス機関1（Ｓ

ＤＩＳ：service départemental d’incendie et de secours）によって行なわれて

いる。同機関は県および市町村の代表により構成される議会により意思決定が

行なわれる。 

・ 消防・救急県サービス機関に対して、県および市町村は拠出を行うが、その拠

出額は同機関の議会によって決定される。 

・ 消防・救急県サービス機関の議会には地方長官も出席することが可能であり、

議会の行った議決に対して変更を求めることができる。 

 

 

                                                   
1 県単位で構成されるが、県の機関ではない。 
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（２）地方の財政状況等 

① 国と地方の財政比較 

（ａ）ＧＤＰに占める国および地方の財政規模 

 フランスの政府歳出（政府部門間移転は除く）の対ＧＤＰ比は、国が 21.1％、地方

が 9.4％であり（ＳＮＡベース、1997年）、日本（国が 9.3％、地方が 15.4％）と比べ

て国がかなりの規模を占めているといえる。（図３－２－１） 

 また、移転支出を除くベース1では、ＧＤＰの約 18％程度を公的部門が占めている。

これを国と地方に分けると国が 10.4％、地方が 7.5％となり、日本（国が 3.5％、地方

が 12.5％）と比べると国の比重が大きくなっている。（図３－２－２） 

 また、さらに最終消費支出と公的資本形成に分解すると、最終消費支出が 15.4％（国

が 9.9％、地方が 5.5％）、公的資本形成が 2.5％（国が 0.5％、地方が 2.0％）となっ

ており、日本（最終消費支出が 10.0％、公的資本形成が 6.0％）と比べて、最終消費

支出が大きく、公的資本形成が小さい。 

 

図３－２－１　政府歳出（移転支出も含む）の対ＧＤＰ比

（注１）フランス：1997年、日本：平成10年度

（注２）政府部門間移転は除く。

（出典）国民経済計算年報　平成12年版、OECD National Accounts 1999より作成

9.3% 15.4%

21.1% 9.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

対ＧＤＰ比

日本

フランス

国 地方

 

                                                   
1 移転支出はＧＤＰの構成要素ではない。 
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図３－２－２　ＧＤＰに占める公的部門の割合

（注）フランス：1997年、日本：平成10年度

（出典）国民経済計算年報　平成12年版、OECD National Accounts 1999より作成

2.4% 1.1% 7.6% 4.9%

9.9% 0.5% 5.5% 2.0%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

対ＧＤＰ比

日本

フランス

最終消費支出

総公的資本形成

国（3.5％） 地方（12.5％）

地方（7.5％）国（10.4％）

 
 

 

（ｂ）税収規模 

 フランスの税収の対国民所得比（租税負担率）（1997年）は、国税が 30.2％、地方

税が 6.5％で、合計 36.7％となっている。日本の 22.6％（国税が 13.4％、地方税が

9.2％）（平成 13年度見込み）と比較して大きな水準となっている1。（図３－２－３）

また、税収全体に対する国税の割合は約 82％、地方税の割合は約 18％である。 

 税収をおおまかに個人所得課税、企業所得課税、資産課税、消費課税、その他に分

類すると（1998 年）、国税については、個人所得課税 33％、企業所得課税 11％、資

産課税４％、消費課税 48％、その他４％、地方税については、個人所得課税０％、企

業所得課税０％、資産課税 51％（住居税、既建築・未建築地不動産税、不動産公示税・

登記税等）、消費課税 10％（自動車税等）、その他 39％（大部分が職業税）という比

率になっている。（図３－２－４） 

 

                                                   
1 社会保障負担 28.6％を含めた国民負担率は 65.3％にものぼり、先進国の中で最も高い水準である。 
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図３－２－３　租税負担率

（注）フランス：1997年、日本：平成13年度見込み

（出典）OECD Revenue Statistics 1999、OECD National Accounts 1999等より作成
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図３－２－４　フランスの租税の分類（1998年）

（出典）OECD Revenue Statistics 2000より作成
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日本と比べて、国税は消費課税の割合が大きく（日本の消費課税の国税総額に対す

る割合は 37％）、地方税は資産課税（資産に注目した税）の割合が大きい。地方税の

具体的な税目の詳細については（３）地方税制度において詳述する。（地方税の税目構

成は図３－３－１、国税の税目構成は図３－３－３を参照） 

 

（ｃ）財政収支 

 国の財政収支1の対ＧＤＰ比率は約△2.4％（1999 年）であり、1990 年代中ごろの

△４％程度をピークに近年は改善傾向にある。（図３－２－５（Ａ）） 

地方（州、県、市町村の合計）の財政収支2の同比率は約 0.2％（1999年）であり、

1993年以降改善傾向にあり、1997年には財政赤字から黒字に転じている。（図３－２

－５（Ｂ）） 

 

（ｄ）公債残高等 

 債務残高の対ＧＤＰ比率は、国（長期債務）が約 29％、地方（州、県、市町村の合

計）が約６％（1999年）となっている。（図３－２－５） 

 また、国債依存度は約 13％、国債費比率（ただし利払費のみ）は約 15％3、地方債

依存度は約９％、地方債費比率は約 15％である（1999年）4。 

 

（ｅ）公務員数 

 フランスの国家公務員は約 224万人（1998年１月）、地方公務員は約 148万人であ

り、国家公務員の方が多い。なお、教員、警察官は国家公務員である5。 

 この他に、病院公務員が約 85 万人いるが、これは公立病院や公立の老人ホーム等

で働く公務員のことで、国家および地方公務員とは別枠になっている。 

 

                                                   
1 国の財政収支＝歳入額－歳出額（一般予算）。フランスの国の一般予算には国債の発行収入や元本償還
費は計上されず、収支均衡していない。 
2 地方の財政収支＝借入を除く歳入額－元本償還を除く歳出額、として算出している。 
国と異なり、地方の予算においては、地方債収入や償還費を含んだ均衡予算となっている。 
3 国債依存度＝財政赤字額／歳出総額、国債費比率＝利払費／歳出総額、として算出している。 
4 地方債依存度＝地方債収入／歳入総額、地方債費比率＝（元本償還費＋利払費）／歳出総額。 
5 教員約 107万人、国家警察官約 13万人（1997年末） 
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図３－２－５　国と地方の財政収支と債務残高の推移

（Ａ）国

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000、経済財政産業省資料より作成

（Ｂ）地方

（注１）地方の財政赤字は、（元本償還を除く歳出）－（借入を除く歳入）で計算している。

（注２）1999年は予測値。

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000より作成
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② 地方の歳入・歳出構成 

（ａ）地方全体の歳入・歳出構成（図３－２－６） 

 1997年の地方公共団体（州、県、市町村の合計で、市町村間協力機関は含まない）

の財政規模は約 7,600億フラン（歳入 7,633億フラン、歳出 7,587億フラン）であり、

地方公共団体別構成比は、州が約１割、県が約３割、市町村が約６割となっている。 

 

ⅰ 歳入 

 歳入構成のうち最大の規模を占めるのは地方税1であり、全体の 52％（3,994億フ

ラン）を占めている。地方税のうち 70％は主要４税（住居税、既建築地不動産税、

未建築地不動産税、職業税）であり、これは歳入の 37％に相当する。主要な国から

の交付金（経常総合交付金、地方分権総合交付金の合計）は歳入の 16％2、また、

資本関係の交付金・補助金は歳入の７％となっている。地方債収入は歳入の 10％で

ある。 

 

ⅱ 歳出 

歳出は、経常支出、資本支出に分類されるが、経常支出が 65％、資本支出が 35％

の構成比となっている。（元本償還費を除いた資本支出は全体の 25％である。） 

 内訳は、人件費が 22％、公債費が 15％（元本償還費 10％、利払費５％）となっ

ている。なお、近年、元本償還費は地方債発行額を上回る状況となっている。財政

移転支出（拠出金、経常補助等）は 18％となっている。 

 

                                                   
1 地方税の中には、国による地方税の負担軽減措置および減免税補填措置が含まれている。 
2 統計上、国からの交付金全体額は記載されていない。なお、1997年の国家予算（当初）における国か
ら地方への交付金・補助金のうち、経常総合交付金、地方分権総合交付金（コルシカ分を含む）の占める

割合は 68％となっている。 
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図３－２－６　地方全体の歳入・歳出構成（1997年）

（Ａ）歳入構成

（注１）州、県、市町村の合計ベース

（注２）DGF：経常総合交付金、　DGD：地方分権総合交付金

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

（Ｂ）歳出構成

（注）州、県、市町村の合計ベース

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

【総額：7,633億フラン】

その他の資本歳入
2%

地方債
10%資本部門交付金・

補助金
7%

その他の経常歳入
13%

DGF＋DGD
16%

その他の税収
16%

主要４税
37%

【総額：7,587億フラン】

その他の資本歳出
7%

資本整備費
17%

元本償還費
10%

その他の経常歳出
21%

財政移転支出
18%

利払費
5%

人件費
22%

経常歳出

資本歳出

経常歳入

資本歳入

 
 



 261

（ｂ）州の歳入・歳出構成（図３－２－７） 

ⅰ 歳入 

州の歳入額は 778億フランとなっており、このうち 53％（416億フラン）を地方

税が占めている。地方税のうち主要４税が６割弱を占めている。州は、地方税に占

める主要４税の比率が地方全体ベースに比べて低いが、その他の税目としては自動

車登録税等がある。主要な国からの交付金（経常総合交付金、地方分権総合交付金

の合計）は歳入の９％1、資本関係の交付金・補助金は歳入の 10％となっている2。

地方債収入は歳入の 11％である。 

 

ⅱ 歳出 

州の歳出額は 782億フランとなっており、経常支出が 42％、資本支出が 58％と

なっている。（元本償還費を除いた資本支出は全体の 49％である。）州は、県や市町

村に比べて資本支出の割合がかなり高いが、これは州が企画立案、調整的機能を主

な権限とする性質上、人件費のシェアが小さい一方で、高等学校等の直接的投資や

資本補助費が大きいことが要因である。 

内訳は、人件費が３％、公債費が 14％（元本償還費９％、利払費５％）となって

いる。また、財政移転支出（給付費、経常補助等）が 30％と高い水準となっている

が、この主なものは職業訓練関係経費である。 

目的別内訳は、経常部門では職業訓練、高等学校が半分以上を占めている。また、

資本部門では高等学校、交通・通信が半分以上を占めている。 

 

                                                   
1 州は、イル・ド・フランス州を除き経常総合交付金の交付対象ではない。 
2 州には公共事業総合交付金は交付されず、教育施設整備交付金、付加価値税補償基金が主となっている。
なお、付加価値税補償基金は、直接的投資のみが算定対象となるため、資本補助の比率の高い州は、資本

支出額に比べ交付額は小さい。 
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図３－２－７　州の歳入・歳出構成（1997年）

（Ａ）歳入構成

（注）DGF：経常総合交付金、　DGD：地方分権総合交付金

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

（Ｂ）歳出構成

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

【総額：778億フラン】
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（ｃ）県の歳入・歳出構成（図３－２－８） 

ⅰ 歳入 

県の歳入額は 2,349億フランとなっており、このうち 56％（1,318億フラン）を

地方税が占めている。地方税の６割強を主要４税が占め、その他の税目としては、

間接税の不動産公示税・登記税、自動車税等がある。主要な国からの交付金（経常

総合交付金、地方分権総合交付金の合計）は歳入の 12％、資本関係の補助金・交付

金は歳入の６％となっている1。なお、地方債は歳入の 10％である。 

 

ⅱ 歳出 

県の歳出額は 2,331 億フランとなっており、経常支出が 65％、資本支出が 35％

である。（元本償還費を除いた資本支出は全体の 24％である。） 

内訳は、人件費が 10％、公債費が 14％（元本償還費 11％、利払費３％）となっ

ている。 

目的別内訳は、経常部門では福祉給付が約６割を占め、その他に経済関係、道路、

中学校が主な経費となっている。資本部門では、道路、中学校が主要な経費となっ

ているとともに、市町村への補助も重要な位置を占めている。 

 

                                                   
1 付加価値税補償基金、公共事業総合交付金、中学校整備県交付金が主となっている。 
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図３－２－８　県の歳入・歳出構成（1997年）

（Ａ）歳入構成

（注）DGF：経常総合交付金、　DGD：地方分権総合交付金

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

（Ｂ）歳出構成

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

【総額：2,349億フラン】
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（ｄ）市町村の歳入・歳出構成（図３－２－９） 

ⅰ 歳入 

市町村の歳入額は 4,506億フランとなっており、このうち 50％（2,260億フラン）

が地方税である。地方税のうち 76％が主要４税であり、主要４税の占める割合は州

や県と比較して高い水準となっている。主要な国からの交付金（経常総合交付金、

地方分権総合交付金の合計）は歳入の 19％であり、州や県と比較して高いシェアで

ある1。また、資本関係の補助金・交付金は歳入の７％となっている。地方債収入は

歳入の９％である。 

 

ⅱ 歳出 

市町村の歳出額は 4,474 億フランとなっており、経常支出が 70％、資本支出が

30％の比率となっている。（元本償還費を除いた資本支出は全体の 19％である。） 

 内訳は、人件費が 31％と高いシェアを占めており、公債費は 17％（元本償還費

11％、利払費６％）となっている。 

 

                                                   
1 経常総合交付金の８割強は市町村に配分されている。 
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図３－２－９　市町村の歳入・歳出構成（1997年）

（Ａ）歳入構成

（注）DGF：経常総合交付金、　DGD：地方分権総合交付金

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

（Ｂ）歳出構成

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成

【総額：4,506億フラン】
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（３）地方税制度 

① 税収の構成 

（ａ）地方公共団体全体で見た税収の構成 

1998年における地方全体（州、県、市町村、市町村間協力機関）の税収総額は 4,370

億フランである1。税収構成比は、直接税 84％、間接税 15％となっており、直接税が

中心となっている2（図３－３－１（Ａ））。 

直接税のうちその大部分（88％）は、州、県および市町村（市町村間協力機関を含

む）により課される主要４税（住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税、職業

税）が占めている。（図３－３－１（Ｂ）） 

主要４税のうち半分（50％）は事業者に対する課税である職業税が占めており、建

築物（およびその土地）の賃貸価格を課税ベースとする既建築地不動産税が４分の１

強（26％）、住居の賃貸価格を課税ベースとする住居税が２割強（22％）となってい

る。（図３－３－１（Ｃ）） 

また、間接税のうち、不動産公示税・登記税（県税）、自動車税（県税）、自動車登

録税（州税）の３税収が 70％を占めているが、これは 1980年代の国からの権限委譲

に伴い地方税化されたものである。（図３－３－１（Ｄ）） 

 
図３－３－１　地方税の内訳（1998年）

（Ａ）税収総額の内訳

【総額：4,370億フラン】
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1 ただし、統計上、この金額には後述する国による地方税の負担軽減措置の金額は含まれているが、地方
税減免税補填措置の金額は含まれていない。 
2 その他に都市開発関係税（地方設備税等）が１％程度を占めている。 
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（Ｂ）直接税の内訳

（Ｃ）主要４税の内訳

（Ｄ）間接税の内訳

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999より作成
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（ｂ）州の税収の構成（図３－３－２（Ａ）） 

州の税収は、直接税 65％、間接税 34％となっている。間接税の比率が高くなって

いるが、このうち自動車登録税が大きな割合（21％）を占めている。 

なお、州の直接税は主要４税のみとなっている。 

 

（ｃ）県の税収の構成（図３－３－２（Ｂ）） 

県の税収は、直接税 67％、間接税 32％となっている。州同様に間接税の比重が高

くなっているが、このうち不動産公示税・登記税（19％）、自動車税（11％）が大き

な割合を占めている。 

直接税は、ほとんど（99.8％）が主要４税で構成されている。 

 

（ｄ）市町村の税収の構成（図３－３－２（Ｃ）） 

市町村の税収は、直接税 94％、間接税５％となっており、圧倒的に直接税中心とな

っている。直接税のうち主要４税以外の構成比も高い（16％）が、これは公共交通関

係経費に充当することを目的とした給与課税である公共交通税、市町村の所掌事務と

されている家庭ごみ収集に要する経費を既建築地不動産税に付加して課す家庭ごみ処

理税によるものである。 

なお、間接税には、消費電力額に応じて課される電気税等のほか、市町村について

は微小な間接税（滞在税等）があるが、その税収に占めるシェアは微小なものとなっ

ている。 

 

② 地方税制度の特徴 

フランスの地方税制度の特徴については以下のような点が挙げられる。 
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図３－３－２　州税、県税、市町村税の内訳（1998年）

（Ａ）州税の内訳

（Ｂ）県税の内訳

（Ｃ）市町村税（市町村間協力機関を含む）の内訳

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 1999
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（ａ）非常に多数の税目 

税目数は非常に多数にのぼり、内務省が 1998 年に公刊した文献（地方税目録：

Inventaire général des impôts locaux）においては 53税目が掲げられている。その

内訳は、直接税が 12 税目、都市計画税が９税目、不動産譲渡税が４税目、間接税等

その他が 28税目となっている1。 

（参考）フランスにおいては、地方税は国の法律により規定されており、地方が独自

税目を創設する余地はない。 

 

（ｂ）資産等に対する課税が地方税収の高い割合を占めている 

上記のように税目数は多いが、税収構成比を見ると、資産の賃貸価格等を課税ベー

スとする主要４税が地方税収の 74％、既建築地不動産税への付加税である家庭ごみ処

理税を加えると地方税収の 78％（1998年）を占めており2、資産等に対する課税が地

方税収の高い割合を占めている。 

一方、国税は、付加価値税、個人所得税、法人税で４分の３程度となっており（図

３－３－３）、国税と地方税との課税ベースの重複はあまりないと言える。 

 

図３－３－３　国税の内訳（1999年）

（出典）経済財政産業省資料（Developpement des recettes budgetaires 1999）より作成
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1 州、県、市町村により課される住居税などは１税目としてカウントしている。 
2 職業税には給与も課税ベースに含まれているが、2003年以降給与課税ベースは完全廃止される。 
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（ｃ）州、県、市町村で同一税目を課税 

このように国税と地方税の課税ベースの棲み分けがかなり明確である一方で、主要

４税は州、県、市町村の各地方公共団体により課税されており、地方間では課税ベー

スがかなり重複している。 

 

（ｄ）地方公共団体間にかなりの税率格差が存在 

主要４税については、税率制限として全国平均税率との比較での上限が設定されて

いるが、標準税率、上限税率などの具体的な税率は定められておらず、課税自主権の

活用の程度により地方公共団体間にかなりの税率格差が存在する。なお、対事業者課

税である職業税の安易な増税を防止する観点から税目間の税率の不均等な変更を制限

する規定がある。 

（参考）主要４税の全地方公共団体（市町村間協力機関を含む）の平均税率を州レベ

ル（フランス本土）で比較すると以下のとおりである1。（1999年） 

住居税     ：最大 31.14％、最小 17.69％、平均 21.14％ 

既建築地不動産税：最大 40.74％、最小 17.85％、平均 26.26％ 

未建築地不動産税：最大 93.45％、最小 20.10％、平均 42.89％ 

職業税     ：最大 31.33％、最小 18.46％、平均 22.59％ 

 

（ｅ）国による課税標準の決定および徴収 

主要４税は、国が課税標準（base nette d’imposition）の決定および徴収を行って

いる。徴収費用として、国は税額の一定割合を上乗せして納税者から徴収している。 

国は課税標準の見積り額を毎年地方に対して通知し、地方公共団体はこれをもとに

税率を決定する。国は地方に対して、これに対応する税収額（課税標準見積り額に地

方が決定した税率を乗じた額）を支払うことになっている。 

一方、徴税の段階において国が徴収する額は、地方税の負担軽減措置の適用や徴収

不能により上記の額を下回るが、この差額については国が負担することとなっている。 

（参考）主要４税以外にも主な地方税は租税一般法典に規定されており、これらは国

                                                   
1 DGCL, Guide statistique de la fiscalité directe locale 1999, P24 
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が徴収決定および徴収を行っている。一方、地方自治一般法典に規定されている税

目もあり、これについては地方により徴収の決定がなされる。ただし、徴収（収納）

は国家公務員によりなされる。 

 

（ｆ）国による地方税の減税等の補填 

法律改正により地方税の減税、免税、廃止措置がとられる場合、国による補填が行

なわれる。また、これとは別に国による納税者の負担軽減措置がある。主要４税につ

いて、これらを合わせた実質上の国の負担額は 25％程度に達する。 

 

【参考１】地方税の条件1 

フランスの地方税の大部分は、住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税、職業

税の４税目（主要４税）で占められており、これらは資産の賃貸価格等を課税ベースと

している。 

地方税が基本的に資産に着目した課税となっていることについては、フランス革命当

時、重農主義的思想に基づき国税として創設された税が、経済発展に伴い国税として所

得課税、消費課税等が導入されるなかで地方税化されたという経緯がある。 

これらの税目については、現在、以下のような理由で地方税として適当であると考え

られている。 

・ 局地的に限定可能（localisabilité）であること。 

資産に着目した課税は税収を地理的に確定させることが容易である。このこと

は、地方税については、地方議員と市民の間のリンケージが確保されるという

ことも含意している。 

・ 税収が安定的であること2。 

 なお、モーロワ（Mauroy）委員会3が首相に提出した報告書においては、州に付加価

値税等を割り当てること等について以下のように否定している。 

                                                   
1 経済財政産業省からのヒアリングおよび Alain Delorme, La réforme de la fiscalité locale 1959-1980, 
1981, P70, P123-P125を参照した。 
2 税収が安定的であることと関連し、脱税が困難であることを挙げることも可能である。 
3 社会党のジョスパン首相により 1999年 11月に設立され、2000年 10月に首相に報告書を提出した。
なお、モーロワ（Pierre Mauroy）は、1980年代の地方分権改革当時の首相であった。 
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なお、以下では、地方に税率の決定の自由度を付与することを前提としている。 

 

（ａ）付加価値税（ＴＶＡ） 

報告書においては、州に付加価値税への付加税を割り当てることについて、以下の

理由で否定している。 

・ 付加価値税の付加税により、フランス国内に 26（フランスの州の数）の付加価

値税税率が存在することとなるが、これは付加価値税の税率数に制限を設けて

いるＥＵ規則と両立しないこと。 

・ 地方税は領域的に明確に限定される必要があるなか、州の付加価値税は消費地

に帰属することとなろうが、このことは（付加価値発生ベースでの）多段階の

課税いという付加価値税の哲学に反すること。 

・ 税率の低い地域に購買が移動すること。 

 

（ｂ）石油産品内国消費税 

報告書においては、州に石油産品内国消費税への付加税を割り当てることについて、

以下の理由で否定している。 

・ ＥＵ通達は１産品につき１税率を想定しているところであり、地理的状況から

異なった税率を採用することはできないこと。 

・ 最終消費者への受け渡し段階で課税するとなると、ガソリンスタンドだけでも

17,000箇所に及ぶために徴税コストが非常にかかり、徴収率も十分なものとは

ならないこと。 

・ 税率の低い地域に購買が移動すること。 

 

（ｃ）所得税 

所得税は、課税対象者が少なく、地方議員と市民のリンケージを確保できない。ま

た、所得が地理的に偏在していることを鑑みれば、所得税の地方税化は、同額の所得

に対し地方公共団体間で異なった税率が課されることとなり、地方公共団体間の富の

不均衡等を拡大させる要因となる。 

 

 



 275

（ｄ）給与税 

給与税は、付加価値税の対象とならない分野（銀行、保険等）の経済活動に対して

企業の本社に課税される税であり、税収は地理的に非常に偏在している。したがって、

これを州に割り当てた場合、地方公共団体間の税収の不均衡を拡大することとなる。 

 

（ｅ）相続税 

相続税は、死亡者の住所においてその資産全体について課せられるものであり、課

税地が非常に集中している（８県で相続税税収全体の 45％を占める）。 

 

（ｆ）法人税 

法人税は、企業の本社所在地において、企業の全活動を対象として課されるもので

あることから局地的に限定不可能であり、また税収も非常に偏在している。さらに、

企業の競争力という観点からもこれ以上企業課税を強化することは困難である。 

 

（ｇ）一般社会税（ＣＳＧ） 

所得を課税ベースとし、社会保障基金に充当される一般社会税への付加税を県に割

り当てることについては、県が福祉給付を所掌しているという観点からは意義のある

ことである。しかしながら、一般社会税は被雇用者の住所に関係なく雇用主が徴収す

ることから、納税方式を変更する必要がある。 

 

【参考２】地方税の地方間の棲み分け 

 現在、州、県、市町村ともに住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税、職業税

を主要な税目としている1。このことについては、州は 1980年代に入り新たに地方公共

団体として創設されたことなどから、州等については古くから税目を有する市町村と同

じ税目を割り当てざるを得なかったことが主な理由とされる2。 

 このように税目が地方公共団体間で共有されていることについては、納税者にとり州、

県、市町村のいずれによりどの程度税が課されているのかが不透明となり、地方公共団

                                                   
1 ただし、州の住居税は現在は廃止されている。 
2 経済財政産業省からのヒアリングによる。 
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体の責任の欠如を招いているとの批判もなされているところである1。 

 こうした点もあり、モーロワ委員会は、首相に提出した報告書において、以下のよう

に地方間で税目を棲み分けることを提言している2。 

 

（ａ）住居税を市町村に割り当てる。 

市町村は市民との結びつきが最も強い団体であり、市町村に対して、家計に対する

課税である住居税を割り当てる。 

 

（ｂ）共通職業税（ＴＰＵ）を市町村間協力機関に割り当てる。 

市町村間協力機関の簡素化・強化を内容とする法律が 1999 年に成立したが、その

中で共通職業税を有する市町村間協力機関の推進が図られており、市町村間協力機関

に共通職業税を割り当てる。 

 

（ｃ）既建築地不動産税を県に割り当てる。 

歳出の伸び（特に福祉給付関係）が見込まれる県に対しては、近年課税ベースの伸

びが高い既建築地不動産税を割り当てる。 

 

（ｄ）職業税の一部を州に割り当てる。 

経済活動的事項（職業訓練、企業への経済支援等）を所管している州に対しては、

経済活動に関連する税目である職業税の一部を割り当てる。 

 

【参考３】主要４税に関する税率制限 

 主要４税に関しては以下のような税率に関する制限がある。その特徴としては、 

・ 住居税を引き下げる場合には職業税も引き下げざるを得ない。 

・ 職業税の税率引き上げには制限がかかる。 

                                                   
1 Raymond Muzellec, Finances locales 3e édition, 1998, P119および Pierre Mouzet, Finances locales, 
2000, P53を参照した。 
2 経済財政産業省の担当者は、住居税はどの地方公共団体も欲しない税目である一方職業税はどの地方公
共団体も欲する税目であることなどから、現行制度を改正し、地方公共団体間で税目を棲み分けることの

実現可能性には懐疑的であった。 
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という点が挙げられ、地方公共団体により不均衡な課税がなされること（特に住民課税

である住居税の安易な引き下げと、非住民課税である職業税の安易な増税）を防止する

内容となっている。 

 

（ａ）市町村（独自財源を有する市町村間協力機構を含む）および県に対する制限 

市町村（独自財源を有する市町村間協力機構を含む）および県は、以下に従い税率

を変更することができる。 

 

ⅰ 主要４税について、前年の税率から同率で税率を変更する。 

 

ⅱ 主要４税について、異なる率で変更する1。この場合、以下のような制限がある。 

（ⅰ）職業税の税率引き上げ 

・ 職業税の税率は、住居税の税率の引き上げ率以上に引き上げてはならない。 

・ 職業税の税率は、住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税の税率の平

均引き上げ率以上に引き上げてはならない2。 

 

（ⅱ）職業税の税率引き下げ3 

職業税の税率は、少なくとも以下の率まで引き下げなければならない。 

・ 住居税の税率の引き下げ率、または住居税、既建築地不動産税、未建築地不

動産税の税率の平均引き下げ率のうち、引き下げ率の大きい方。 

・ 住居税の税率の引き下げ率、または既建築地不動産税、未建築地不動産税の

税率の引き下げ率のうち、引き下げ率の大きい方4。 

                                                   
1 主要 4税を異なる率で税率変更をした市町村は 5,198団体（1999年）で、全市町村の約 14％である。 
2 ただし、住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税の平均税率が全国平均を上回る場合、職業税の
税率を上記の制限による上限税率に職業税の全国平均税率の５％相当までを加算した税率とすることが

できる。ただし、加算後の職業税率は全国平均税率を下回っていることが条件である。 
3 共通職業税を有する市町村間協力機関は、構成市町村の住居税、既建築・未建築不動産税との関係にお
いて、職業税の引き上げに関する制限が適用される一方、1999年の市町村間協力機関の簡素化・強化に
関する法律により、職業税の引き下げに関する上記制限は適用されないこととなった。 
4 ただし、住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税の税率は、全国平均税率または職業税率のいず
れか高い税率まで引き下げることができる。また、住居税の税率は、職業税の税率が全国平均を下回って

いる場合には、全国平均税率まで引き下げることができる。 
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（ⅲ）未建築地不動産税の税率 

 未建築地不動産税の税率は、住居税の税率の引き上げ率以上に引き上げてはな

らない。また、少なくとも住居税の税率の引き下げ率まで引き下げなくてはなら

ない。 

 

（ｂ）州に対する制限 

州は、以下に従い税率を変更することができる。 

 

ⅰ 主要４税について、前年の税率から同率で税率を変更する。 

 

ⅱ 主要４税について、異なる率で変更する。この場合、以下のような制限がある。 

（ⅰ）職業税の税率 

 職業税の税率は、既建築地不動産税の税率の引き上げ率以上に引き上げてはな

らない。また、少なくとも既建築地不動産税の税率の減少率まで引き下げなけれ

ばならない1。 

 

（ⅱ）未建築地不動産税の税率 

未建築地不動産税の税率は、既建築地不動産税の税率の引き上げ率以上に引き

上げてはならない。また、少なくとも既建築地不動産税の引き下げ率まで引き下

げなければならない2。 

 

（ｃ）その他の制限 

ⅰ 市町村に対する税率の制限 

（ⅰ）住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税 

 前年の県内市町村の平均税率、あるいは全国の市町村の平均税率のいずれか高

                                                   
1 ただし、既建築地不動産税の税率は、全国平均税率または職業税率のいずれか高い税率まで引き下げる
ことができる。 
2 州に関する税率の制限は、従前は市町村および県のものと同様であったが、2001年予算法で州の住居
税が廃止されたことにより、上記のような制限に変更された。 
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い方の 2.5倍を上限とする。 

 

（ⅱ）職業税 

 前年の全国の市町村の平均税率の２倍を上限とする。 

 

（参考１）独自税源を有する市町村間協力機関の構成メンバーである市町村について

は、上記の上限税率からその属する市町村間協力機関の前年の税率を控除した税率

が上限税率となる。 

 

（参考２）職業税の税率が全国平均税率を下回る市町村の企業施設から負担金を徴収

する財政調整制度として、職業税平衡全国基金（ＦＮＰＴＰ：fonds national de 

péréquation de la taxe professionnelle）が存在する。 

 

ⅱ 県、州に対する税率の制限 

（ⅰ）職業税 

 前年の全国の県（州）の平均税率の２倍を上限とする。 

 

【参考４】国による主要地方税の徴収、徴税コスト、国による税収保証等 

（ａ）国による主要地方税の徴収 

 主要４税等の主要な地方税は国が徴収している1。国が主要な地方税を徴収している

理由として、以下を挙げることができる2。 

・ 主要な地方税はかつては国税であり、国が情報を独占してきたこと。 

・ 基本的に州、県、市町村が同一の税目を課税するなかで、そのいずれに徴税事

務を割り当てるかを決定することは困難であること。 

・ 市町村が徴税事務を行う場合、数多く存在する小規模な市町村に徴税能力を期

待することはできないこと。 

・ 現行制度は、地方にとり有利な制度となっていること。したがって、地方の側

                                                   
1 経済財政産業省の担当者から、国による主要地方税の税収は国の本来業務として行っているものであり、
地方公共団体からの委託によるものではないとの説明があった。 
2 経済財政産業省からのヒアリングによる。 
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からも徴税事務を地方に移管すべきとの議論は出てこないこと。 

 また、フランスの会計制度の大原則に従い、主要な地方税の徴収においても意思決

定権者（ordonnateur）と出納官（comptable）とが分離している。課税ベースの決定

を行う（前者）のが主税総局（ＤＧＩ：Direction générale des impôt）であり、出納

を行っている（後者）のが公会計総局（ＤＧＣＰ：Direction générale de la comptabilité 

publique）である1。 

（参考）地方自治一般法典に規定されている税については、租税一般法典に規定され

ている主要な税（滞在税等）と異なり、出納はＤＧＣＰ（国）が行うものの、課税

ベースの決定は地方公共団体の長が行う。 

 

（ｂ）主要地方税の徴収コスト 

 国は主要地方税の徴収コストとして、税額の 4.4％相当を地方税に上乗せする形で

徴収している2。 

（参考）徴収コスト 4.4％相当に加え、負担軽減措置（dégrèvement）や徴収不能分

（admission en non-valeur）にかかるコストとして 3.6％相当を徴収している。し

たがって、合計で地方税額の８％相当額を納税者から上乗せ徴収していることにな

る。 

 

（ｃ）国による税収保証 

 主要な地方税については、国が課税標準の決定を行うが、国による課税標準の見積

り額は毎年２月に地方に通知され、地方はこれをベースに税率を決定する。国は、課

税標準見積り額に地方が決定した税率を乗じた額（税収見積り額）に相当する額を地

方に保証する。したがって、地方税の負担軽減措置の適用や徴収不能等により実際の

徴収額が上記の額を下回ったとしても、その分は国が負担することとなる。 

 

 

                                                   
1 ＤＧＩ職員の 25％程度、ＤＧＣＰ職員の 50％程度、合計５万人以上が地方税関係に従事しているとさ
れる。（Michel Bouvier, Les finances locales 6e éditon, 1999, P70） 
2 1990年以前は４％とされていたが、課税ベースである資産評価の見直し費用として 0.4％が上乗せされ、
4.4％となった。この 0.4％分の上乗せについては、1996年予算法において恒久化された。 
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（ｄ）国による税収の安定供給 

 主要な地方税は、国の特別会計を経由して地方に受け渡される。この特別会計から

は、実際の徴収額1にかかわりなく毎月地方に安定的に税収額が供給され、地方の歳入

フローを安定的なものにしている。具体的には、１～５月までの各月は当年の課税標

準額に前年の税率を乗じた額の 12 分の１が支払われ、６月に当年の税率を適用した

調整が行われる。その後、７～12月の各月は、当年の課税標準額に当年の税率を乗じ

た額の 12分の１が支払われる。 

また、この制度のいわば対価として、地方はその自由資金を国に無利子で預託する

ことが義務付けられている2。 

 

【参考５】地方税の減免税補填措置等 

（ａ）概要 

フランスにおいては、国は、地方税の減税・免税（税目の廃止を含む）を行った場

合、地方に対して減収分の補填措置を行っている。また、国が納税者の税を負担する

負担軽減措置（dégrèvement législatif）も行なわれている。これらの額は、2001年

当初予算ベースで 1,392億フランに達しており、国から地方公共団体への財政支援の

４割強を占めるに至っている3。（図３－３－４、図３－４－２） 

負担軽減措置は、地方が受け取る税額の基礎となる課税標準に変更をもたらすもの

ではないことから、地方が受け取る税額は変化せず、軽減分は国が負担することとな

る。また、地方が増税を行った場合には、国の負担額は増加する。 

一方、減免税は負担軽減措置と異なり、課税標準自体の縮小をもたらすものであり、

地方が増税を行っても国の補填額には影響を及ぼさない。 

 

                                                   
1 主要な地方税の徴収は、概ね年末に行われている。 
2 地方公共団体の歳入・歳出は国家公務員である出納官により一元管理されており、地方は自己の銀行口
座等を有することは禁止されている。 
3 近年、税制改革による税目の廃止、課税ベースの減少が相次いで行われており、地方税に関する国の補
填の割合が高まっている。 
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図３－３－４　地方税の減免税補填措置等の内訳（2001年当初予算）

（注）単位：億フラン

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000より作成

【総額：1 ,392億フラン】
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また、主要４税におけるこうした国からの補填を含めたベースでの地方受取額は

3,468億フラン（1998年）であるが、このうち国の負担額は 880億フランとなってお

り、25％程度を国が負担していることになる。（図３－３－５） 

 

図３－３－５　主要４税に対する国家負担（1998年）
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地方税減免補填等の概要は以下のとおりである。なお、文中の金額は 2001 年当初

予算における値である。 

 

ⅰ 職業税軽減補填（雇用・投資促進減免分を除く） 

職業税軽減補填は 112.1 億フランとなっている。この補填制度は 1987 年に創設

された制度であり、以下の３つの要素からなる。 

・ 職業税の給与課税ベースは当初給与額の 20％とされていたが、これを 18％

に引き下げたことによる課税ベース縮小（２％分）の補填 

・ 市町村の職業税の上限税率を全国平均の 2.5倍から２倍に引き下げたことに

関する補填 

・ 職業税の課税ベースの一律 16％軽減措置に関する補填 

なお、1996年以降、国から地方への主要な交付金全体の総額をマクロ経済指標に

連動して決定する措置が採られており、職業税軽減補填は総額調整のための調整弁

的機能を果たしている。 

（参考）当該補填制度創設以前は、職業税に関する軽減措置は、納税者の負担軽減

措置が主であったが、これは、国による納税者の負担の肩代わりであり、地方が

決定する税率の対象となる課税ベースに含まれる。したがって、地方が税率を引

き上げれば国の負担も増加することとなる。一方、当該補填制度は課税ベースの

削減に伴う減収を補填するものであり、地方の税率決定の影響を受けない。 

 

ⅱ 職業税軽減補填（雇用・投資促進減免分） 

職業税の雇用・投資促進軽減分に係る補填は 3.1億フランとなっている。職業税

は企業資産および給与を課税ベースとしていることから、新規に投資、雇用を行っ

た場合、納税額は増加することとなる。このことが雇用および投資を阻害しないよ

う、前年からの課税ベース増加額の全額を課税ベースに算入しない措置（増加額の

75％のみ算入）が採られており、このことによる減収分の補填を行うものである。 

 

ⅲ 不動産税（既建築地不動産税・未建築地不動産税）免税補填 

既建築地不動産税および未建築地不動産税に関する免税補填は 7.4 億フランとな
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っている。農業用地に関する未建築地不動産税の免税措置（県・州）の補填が主た

る内容である。 

 

ⅳ 地方税免税補填 

地方税免税補填は 127.7億フランとなっている。低所得の高齢者、身体障害者に

対する住居税の免税措置が主たる内容である。 

 

ⅴ 地方税負担軽減措置 

国は納税者の負担軽減を図る観点から様々な負担軽減措置を行っており、549.0

億フランとなっている。このうち大部分を占めるのが、納税者の収める職業税の上

限を付加価値の一定割合に設定することによる負担軽減、低所得者に対する住民税

の負担軽減である。 

 

ⅵ 種々の税制改正に伴う減収補填 

近年、政府は相次いで国税を含め税制改正を行っており、それによる地方税の補

填額は 592.4億フランとなっている。内訳は以下のとおりである。 

・ 職業税の給与ベース課税の廃止に伴う補填 

1999年予算法において、職業税の給与課税を段階的に縮小し、2003年には

廃止することとしており1、補填額は 353.5億フランとなっている。 

・ 州・県の不動産譲渡税（droit de mutation）の部分的廃止に伴う補填 

1999年予算法において、職業用の不動産取得については譲渡課税（州・県）

を廃止した。また、2000年予算法において、一般住居（県）についても廃止

された。これらに関する補填額は 53.1億フランとなっている。 

・ 州の住居税の廃止に伴う補填 

2000年補正予算法により州の住居税が廃止され、その補填額は 60.8億フラ

ンとなっている2。 

・ 個人所有自動車に対する自動車税の廃止に伴う補填 

                                                   
1 2004年以降、当該補填部分は、経常総合交付金（ＤＧＦ）に連動して増加することとなる。 
2 2001年以降、補填額はＤＧＦの伸びに連動することとなる。 
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2001年予算法により県の自動車税のうち個人分が廃止され、その補填額は、

125億フランとなっている。 

  

（ｂ）補填措置に関する憲法評議会の判例 

上記のような補填措置（地方税負担軽減措置を除く）については、地方税の課税ベ

ースを縮小するものであることから地方の税率決定の自由度を実質的に奪うものであ

り、共和国憲法第 72 条に規定されている自由な地方自治の原則に反するものとして

訴訟提起がなされるが、憲法評議会はいずれにおいても合憲判決を下している。 

憲法評議会の判決は、憲法第 72 条の規定は「法律で定められた条件の下で」地方

公共団体は自由に自治を行うとしており、また、憲法第 34 条において、地方公共団

体の自由な自治の基本原則、その歳入等について立法府に決定権限を付与しているこ

とに触れた上で、法により自由な地方自治を束縛する（entraver）に至るまで地方公

共団体の税源を制約してはならないと判示している。 

その上で、例えば職業税の給与課税の廃止については、その補填措置が経常総合交

付金（ＤＧＦ）に連動して増加することとなっており、自由な地方自治を束縛する効

果を有するものではないとしている1。 

また、州の住居税廃止に関する訴訟においては、自由な地方自治を束縛するか否か

の判断にあたっては、地方の歳入に占める地方税収比率を勘案することとされた。州

の住居税の廃止後、地方債除きベースでの州の歳入に占める地方税の割合は 36.6％と

なるが、この割合は自由な地方自治を束縛するに至るものではないとしている2。 

なお、同訴訟においては補填措置がＤＧＦに連動することについての補填の不完全

性についても争われたが、直近３ヵ年のＤＧＦの増加と州の住居税収の増加はほぼ近

接しているとした上で、いずれにせよ、完全補填を行わねばならないという憲法上の

要請はないと判示している3。 

 

 

                                                   
1 Décision No98-405 DC du 29 décembre 1998 
2 地方代表的性格を有する上院は、地方税収比率を具体的に憲法に規定すべきだとしているが、2001年
１月 17日の国民議会における演説で現首相（L.Jospin）は、こうした考え方を否定している。 
3 Décision 2000-432 DC du 12 juillet 2000 
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【参考６】資産の再評価 

主要４税は資産の賃貸価格を主たる課税ベースとしているが、既建築不動産（住居を

含む）については 1970年以来、未建築不動産については 1961年以来、再評価（評価替

え）が行なわれていない1。このため、資産の賃貸価格の評価額が実勢価格を大きく下回

っている。これに対しては、既建築不動産2、未建築不動産別に全国一律の伸び率を毎年

決定し、調整を行っている（révalorisation）が、経済実勢を反映するものとはなってい

ないことが指摘されている。 

このような状況を受け、1990年には資産の賃貸価格の再評価を行うことが規定され、

既建築資産 3,500万件、未建築資産 3,000万件の再評価が行なわれた。 

この再評価は 1993 年から適用される予定であったが、地方財政委員会により適用が

見送られ、現在の地方税の課税ベースに反映されるに至っていない。 

これについては、交付税の配分にあたっては財政力（potentiel fiscal：主要４税の課

税ベース額に全国平均税率を乗じたもの）および財政努力（effort fiscal：家計に対する

課税の程度を示す指標）が用いられているため（財政力の高い地方公共団体ほど交付金

の配分が少なく、財政努力の高い地方公共団体ほど交付金の配分は多くなる）、再評価の

結果、小規模市町村の財政力が上昇し、財政努力が低下する結果となり、小規模市町村

への交付金の配分額が減少することが理由であったとされる3。 

その後、1995年に遅くとも 1997年までに再評価を適用することが規定されたが、順

次先延ばしされ、現在に至っている。 

 

③ 主な地方税の概要 

（ａ）主要４税 

 主要４税（住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税、職業税）は、州、県、

市町村（独自税源を有する市町村間協力機関を含む）によって課税されている。ただ

し、州の住居税については 2000年補正予算法により廃止されている。 

 

                                                   
1 ただし、1980年に県毎に簡易な再評価（actualisation）が行なわれている。 
2 企業会計の対象となる企業資産とそれ以外の２種類に分類される。 
3 当時、相次いで選挙が行なわれた。（Michel Bouvier, Les finances locales 6e éditon, 1999, P43） 
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ⅰ 住居税（taxe d’habitation） 

住居税は、居住に供される家具付住居の占有者（所有者または賃借者）に対して、

住居の賃貸価格を課税ベースとして課税される。 

 

  （ⅰ）免税措置（exonération） 

免税措置としては、人的免税措置と物的免税措置がある。 

・ 主な人的免税：科学、教育、福祉に関する公的機関 

       外国の大使、外交官 

       一定の条件を満たす低所得者等 

・ 主な物的免税：農村部の経営に用いられる住居 

       学校・寄宿舎における生徒向け住居 

             

（ⅱ）控除措置（abattement） 

どの地方公共団体も行わなければならない義務的控除と地方公共団体が任意に

行いうる控除の２種類がある。 

・ 義務的控除：扶養家族に関する控除であり、控除額は住居の平均賃貸価格の

一定割合（扶養家族数により異なる）である。 

・ 任意控除 ：一律に適用される包括的控除と、低所得者に対して行なわれる

控除があり、控除額はいずれも住居の平均賃貸価格の一定割合

（法律に規定されている３つの率から地方が選択）となってい

る。 

 

（ⅲ）負担軽減措置（dégrèvement） 

納税者の負担軽減措置として、①社会参入最低所得（ＲＭＩ：revenu minimal 

d’insertion）受給者に対するもの（全額軽減）、②低所得者に対するもの（一部軽

減）等がある。 

   

ⅱ 既建築地不動産税（taxe foncière sur les propriétés bâties） 

既建築地不動産税は、建築物（土地を含む）の所有者または用益権者に対して、
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建築資産の賃貸価格の 50％を課税ベースとして課税される1。 

 

（ⅰ）免税措置（exonération） 

免税措置には、以下がある。 

・ 恒久的免税措置：公有建築物に関する免税、農村部建築物に関する免税等が

ある。 

・ 時限的免税措置：新規建築物等に関する２年間の免税措置、新規企業に対す

る２年間の免税措置、社会的住宅に対する 15 年間の免税

措置等がある。 

・ 老齢者、身体障害者、経済的弱者に対する免税措置 

 

（ⅱ）負担軽減措置（dégrèvement） 

賃貸を目的としている家屋が空室となっている場合、あるいは商業・産業用途

の建築物が経営に用いられていない場合に適用される。 

 

ⅲ 未建築地不動産税（taxe foncière sur les propriétés non-bâties） 

未建築地不動産税は、未建築資産2の所有者または用益権者に対して、未建築資産

の賃貸価格の 80％を課税ベースとして課税される3。 

 

（ⅰ）免税措置（exonération） 

       免税措置には、以下がある。 

・ 恒久的免税措置：公有物（国道等）、既建築地不動産税の対象用地、農業用地

（県・州分）等4 

・ 時限的免税措置：植林用地に関する 30年間の免税措置がある。 

 

 

                                                   
1 建築物の維持・管理経費（保険、修繕等）を考慮し、賃貸価格の 50％とされている。 
2 未建築資産とは、鉄道敷地、石切場、鉱山、泥炭鉱、塩田等を指す。 
3 諸費用を考慮し、賃貸価格の 80％とされている。 
4 農業用地は時限的免税措置の対象とならないものが対象。 
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（ⅱ）負担軽減措置（dégrèvement） 

納税者の負担軽減措置として、①災害等に関するもの（洪水等により収穫物を

消失した場合等）、②若年農民の耕作地に関するもの（創業開始後最大５年間）等

がある。 

 

ⅳ 職業税（taxe professionnelle） 

職業税は、日常的に、給与を対価としない職業的性格の活動を行う法人、自然人

に対して、固定資本、支払給与等を課税ベースとして課税される1。 

（参考）職業税の課税ベース（グロス）は以下の２要素の合計である。 

ａ．固定資産：企業の有形固定資産の賃貸価格であり、以下の２要素から        

なる。 

・ 不動産税（既建築地不動産税、未建築地不動産税）の対象となる資

産（免税対象も含む。）の賃貸価格 

・ 不動産税の対象とならない動産等の賃貸価格（売上高が一定規模の

企業のみが対象） 

ｂ．支払給与等：以下のいずれかである。 

・ 雇用者への支払給与（役員報酬を含む。）額の 18％相当額2 

・ 売上高の 10 分の１相当額（雇用者５人未満の仲介業者等の場合に

適用される）3 

 

（ⅰ）免税措置（exonération） 

免税措置には、以下がある。 

・ 恒久的免税措置：行政的性格を有する公共部門 

農業 

新聞、印刷、鉱山の採掘権者等の商業・産業活動 

                                                   
1 非営利法人は課税対象外である。ただし、商業部門と競合関係にある場合等には課税対象となる。 
2 見習雇用者（apprentis）、身体障害者等に対する支払給与は含まれない。雇用者への支払給与部分は1999
年予算法により、段階的に縮減し 2003年以降完全廃止されることとなっている。 
3 複数の市町村において課税される納税者は、自己の責任において各市町村で実現した売上高に応じ売上
高を分割するが、収入の地理的所在を正確に特定することが困難である場合には、建築地不動産税の対象

となる資産の賃貸価格見合いで分割する。 
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手工業、個人タクシー等の職人的活動 

画家、彫刻家、教授等の非商業的活動 

              演劇関係企業（地方の任意で 100％まで免税可）等 

・ 時限的免税措置：過疎地域で営業を開始した医師（２年間） 

              経済活性化に関するもの（基本的に５年間）等 

 

（ⅱ）課税ベースの軽減措置（réduction） 

課税ベースの軽減措置としては、主に以下のようなものがある。 

・ 支払給与に関する定額控除 

課税ベースのうち支払給与部分については、2003年以降廃止されるが、それ

までの間、毎年定額控除（額は毎年増加）が行なわれる。 

・ 雇用・投資に関する軽減措置1（ＲＥＩ：réduction pour embauche et 

investissement） 

職業税課税が雇用・投資を抑制することのないよう、課税ベースが前年に比

べ増加した場合、増加額の 75％のみを算入する（すなわち 25％を軽減する）

措置。 

・ 手工業者に関する軽減措置 

雇用者数が３人以下の手工業者に対し、雇用者数の数に応じて軽減措置がと

られる。 

・ 海外で活動の一部を行う企業（輸送業、漁業）に関する軽減措置 

国際輸送業、漁業に関しては、船舶等の賃貸価格、給与等に対して軽減措置

がとられる。 

・ 課税ベースの上限設定 

1975 年に営業税が廃止され職業税が創設された際に課税額が急増すること

を防ぐために設けられた激変緩和措置である。 

・ 一律 16％の軽減措置 

一律に課税ベースの 16％を軽減する措置である。 

 

                                                   
1 ＲＥＩは 2000年に廃止された。（ただし、新規企業分は存続） 
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（ⅲ）負担軽減措置（dégrèvement） 

納税者の負担軽減措置として、付加価値に連動した税額制限措置がある。これ

は、企業の支払う職業税額1の上限を付加価値額の一定割合2とするものである。 

 

（ｂ）国から地方への権限委譲に伴い譲渡された税 

 1983年の権限分配法により国から地方へ権限委譲がなされた際に、県、州に対して

以下の税目が譲渡された。これらの税収の使途は自由であり、移譲された権限に充当

する必要はない。 

 

ⅰ 不動産公示税・登記税 

（droit départemental d’enregistrement et taxe départementale de publicité 

foncière） 

県が、不動産の譲受人に対し、不動産の譲渡価格を課税ベースとして課税する義

務税である。県は、社会的住宅建設機関等に対し任意減免を行うことができる。 

税率は、標準税率（3.6％）、下限税率（１％）が定められている3。 

（参考）1999年予算法において、譲渡税（県の不動産公示税・登記税および国の譲

渡税）に対する州の付加税が廃止されている。一方、譲渡税（国の譲渡税）に対

する市町村の付加税は維持されている。 

 

ⅱ 自動車税（taxe différentielle sur les véhicules à moteurs） 

県（コルシカの場合は州）が、原動機付車両の所有者（および契約期間が２年以

上の場合の賃借人）に対し、車両の馬力に応じて課税する義務税である。 

税率は、４馬力以下の車両（５年以下のもの）に対する税率を自由に設定できる4。

                                                   
1 職業税額は 1995年の税率が用いられる（ただし、課税年の税率の方が低い場合には課税年の税率が用
いられる。）。また、徴税費用等（税額の８％相当額）を加算した額が用いられる。 
2 売上高が 1.4億フラン未満の企業：付加価値額の 1.4％ 
売上高が 1.4から５億フランの企業：付加価値額の 3.8％ 
売上高が５億フラン超の企業：付加価値額の 4.0％ 

3 2000年予算法において現行の標準税率とされた。 
4 ５～20年の車両の税率についてはそれぞれ半額とし、20年超の車両については４馬力以下の車両（５
年以下のもの）の一律 0.4倍。 
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他の馬力の車両（５年以下のもの）については４馬力以下の車両（５年以下のもの）

に対する税率の比率が法定されている（ただし若干の変更は可能）。 

なお、2001年予算法において、個人所有の車両に対する課税は廃止された。 

 

ⅲ 自動車登録税（taxe sur les cartes grises） 

州が、自動車登録証に対して課税する義務税である。 

税率は課税馬力に応じて比例税率で課税され、単位馬力当り税率は自由に決定で

きる。 

なお、被牽引車、農業用車両等については単位馬力当り税率の 1.5 倍の定額税と

なっており、また農業用以外のトラクター等の税率は半額となっている。 

 

（ｃ）その他の主な税 

上記の主要４税や国からの権限委譲に伴い地方に譲渡された税は、租税一般法典

（code général des impôts）に規定されているが、以下の諸税のうち、公共交通税、

滞在税および電気税については、地方自治一般法典（code général des collectivités 

territoriales）に規定されている。 

（参考）租税一般法典に規定されている税目と地方自治一般法典に規定されている税

目の違いを敢えて言えば、 

・ 地方自治一般法典に規定されている税目は地方自治という観点からのもので

あり、特定の地域に限定される税目であり、また、任意税が中心であること。 

・ 地方自治一般法典の税は、受益負担的な税目が多いこと。 

・ 地方自治一般法典に規定されている税目は、地方が地方の責任で徴収を行う

税目であること。 

等が挙げられるとのことである1。 

 

ⅰ 家庭ごみ処理税（ＴＥＯＭ：taxe d’enlèvement des ordures ménagères） 

家庭ごみ処理は市町村（または市町村間協力機関）の所掌事務であるが、家庭ご

み処理を行っている市町村（又は市町村間協力機関）がその経費に充当するために

                                                   
1 経済財政産業省からのヒアリングによる。 
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徴収することができる任意税である。 

 当税は既建築地不動産税の課税対象となる物件に課税され、既建築地不動産税へ

の付加税的な性格が強い1。 

当税の税率は、家庭ごみ処理サービス経費と課税ベースから自動的に算出される。 

 

ⅱ 鉱山税（redevance communale des mines） 

鉱区の採掘権者が採掘した鉱物に対し、市町村および県が課す重量税であり、義

務税である。 

税率は鉱物の種類毎に一定税率が法定されている。 

（参考）鉱山税は 1810 年に創設された税であるが、当時は鉱物の採掘は商業では

なく、営業税（patente：職業税の前身）の課税対象ではないと考えられていた。

現在においても、鉱区の採掘権者は職業税を免除されており、鉱山税は職業税の

代替的性格を有する。なお、鉱山税は、国により関連市町村に配分される。 

 

ⅲ 公共交通税（versement destiné aux transports en commun） 

９人以上を雇っている雇用者に対して、支払給与を課税ベースとして、人口２万

人以上の市町村（都市共同体等を含む。）が課すことのできる任意税であり、公共交

通関係経費に充当される。 

税率については、市町村等の人口規模に応じ上限税率が規定されている。 

（参考）当税は、社会保険事務所（ＵＲＳＳＡＦ：Union de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales）により徴収が行なわれ

る。 

 

ⅳ 地方設備税（ＴＬＥ：taxe locale d’équipement） 

人口１万人以上の市町村およびイル・ド・フランス州内の市町村等が、建築者に

対して用地を含めた建築物の価格を課税ベースとして課す任意税であり、資本勘定

                                                   
1 したがって、実際のごみ処理サービスの直接の対価という性格を有しない。その点において、地方自治
一般法典に規定されている家庭ごみ処理手数料（ＲＥＯＭ：redevance pour l’enlèvement des ordures 
ménagères）とは性格を異にする。なお、両者は択一制である。大きな市町村には家庭ごみ処理税を課し
ているものが多いのに対し、小さな市町村は家庭ごみ手数料を徴収しているものが多い。 
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に充当される1。 

税率については、標準税率および上限税率が法定されている。 

 

ⅴ 滞在税（taxe de séjour） 

観光地（静養地、沿岸部等）の市町村が、宿泊施設等に対し、宿泊料金等を課税

ベースとして課すことのできる任意税である2。なお、県も付加税を課すことができ

る。同税は、観光促進経費に充当される。 

税率については、上限税率および下限税率が法定されている。なお、県の付加税

は市町村の滞在税の 10％とされている。 

（参考）滞在税は申告納税方式であるが、申告書のチェック（vérification）は市長

によって行なわれる。 

 

ⅵ 電気税（taxe sur l’électricité） 

市町村等および県が、中小規模の電力の消費者に対して、消費電力額を課税ベー

スとして課すことのできる任意税である。 

税率については、上限税率が法定されている。 

（参考）電気税は、電力供給会社（ＥＤＦ）により実際の徴収が行なわれる。 

 

④ 主要地方税の経緯3 

現在のフランスの地方税は、主要４税（住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産

税、職業税）を主たる税目としており、基本的に資産（資産の賃貸価格）を課税ベース

としている。現行の制度に至る経緯を整理すれば、以下のとおりである。 

 

（ａ）革命後から戦前 

現行の主要４税は、「quatre vieilles」（英訳すると「four old ladies」）としばしば

                                                   
1 価格の計算表（barème）が法定されている。また、課税ベースの確定は、地方建設局（ＤＤＥ：directions 
départementales de l’équipement）によってなされる。 
2 当税の課税根拠としては、新規建築に伴い、地方公共団体に対し新たな投資需要が発生することが挙げ
られる。 
3 Michel Bouvier, Les finances locales 6e éditon, 1999, P27-P39を参照した。 
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形容されるが、フランス革命後に国税として導入された諸税（不動産税：contribution 

foncière1、動産税：contribution mobilière、営業税：patente）を起源としている。

フランス革命後の立憲議会は、重農主義的思想を有しており、富の源泉は資産にある

と考えたのが資産に対する課税導入の理由とされている。 

地方税は、これらの税に対する付加税の形式をとった。 

しかしながら、資産に偏重した税体系は納税者にとってかなりの重税感をもたらし

たことから、やがて間接税が復活することとなり、地方税としては入市物品税（droit 

d’octroi：1799年）が復活する。 

その後、経済が近代化し生産力が上昇してくるにつれて、資産中心の税体系は現実

の経済に適合しなくなってきた。こうしたことから、戦争による歳出の増加を契機と

して、第一次世界大戦中に国税として分類所得税が導入された。この代わりに営業税、

動産税の国税部分は廃止され、事実上地方税化された2。 

また、第二次世界大戦中の 1941年には、ヴィシー（Vichy）政権により小売販売を

対象とする地方小売売上税が導入された。これは、インフレ期において課税ベースが

伸びない資産税では十分な税収が確保できないことが背景にあった。なお、消費課税

である地方小売売上税は、地方間の税源の偏在という問題を内在することから、平衡

制度（財政調整制度）が創設された。 

 

（ｂ）戦後 

第二次世界大戦後には、1952年に創設された税制改革委員会の提言も踏まえ、1959

年に、従来の付加税４税について、課税ベースの再評価、税率決定方式への移行等を

内容とする改革指針が決定された。この改革指針を受ける形で、1974年に①住居税、

②既建築地不動産税3、③未建築地不動産税4が創設され、また 1976年には④職業税が

創設され、現行の主要４税が誕生することとなった。 

職業税については、企業、とりわけ商業、手工業者の抵抗が強かったこともあり、

                                                   
1 不動産税は、1890年に既建築地不動産税（contribution foncière des prorpiétés bâties）と未建築地不
動産税（contribution foncière des prorpiétés non bâties）に分離された。 
2 理論上の国税額を計算した上で、これに対し地方税として付加課税する形式がとられた。 
3 taxe foncière sur les prorpiétés bâties 
4 taxe foncière sur les prorpiétés non bâties 
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これらに対する減免税措置が設けられた。また、地域間の税源の偏在是正を目的とし

て職業税県平衡基金が創設された。 

なお、職業税については、折しもオイルショックと重なり政策対応を行う必要が生

じたこと、導入時に予想された以上に納税者の負担の相違が生じたことから、その後

も改正が行なわれた。 

また、こうした主要４税の改革の流れと並行して、1968年には付加価値税（国税）

の課税対象が小売業、手工業等にも拡大された。この結果、地方小売売上税と付加価

値税の課税ベースが重複することとなり、地方小売売上税は廃止されることとなった。

このことに伴う代替財源として給与税（国税）の 85％を地方に交付する制度が創設さ

れるなどし、これが現在の交付金制度の中心を占める経常総合交付金へと発展してい

くこととなる。 

1980年には、地方分権の流れのなかで、主要４税に関して地方公共団体に税率決定

の自由度が付与され、地方公共団体は主要４税の各税の税率を自由に決定することが

可能になった。ただし、地方公共団体に完全な税率決定の自由度を付与した場合、国

の政策とのバッティングが生じる恐れがあったことから、税率変更についての制限が

設けられた。なお、職業税の税率に自由度が付与されたことにより、地域間の格差が

拡大することを防ぐために職業税平衡全国基金が創設された。 

1983年には地方に国の権限が移譲されたが、この権限委譲に伴う地方の歳出増をフ

ァイナンスするために、不動産公示税・登記税、自動車税、自動車登録税が地方税化

された。 
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（４）交付金・補助金制度 

① 国から地方への交付金・補助金の概要 

（ａ）規模 

2001年当初予算ベースでの国から地方全体（州、県、市町村、市町村間協力機関）

への交付金・補助金総額は 1,985億フランであり、地方公共団体（州、県、市町村）

の予算の約４分の１1、国家歳出（一般会計）の約 12％を占めている。 

一般交付金および特定補助金の比率は、一般交付金（包括補助金を含む）が 93％

（1,848億フラン）、特定補助金が７％（138億フラン）となっており、特定補助金の

割合は小さい。（図３－４－１（Ａ）） 

国から地方への交付金・補助金のうち大部分を占める一般交付金の内訳をみると、

経常総合交付金が 63％と大きな割合を占めている。（図３－４－１（Ｂ）） 

 

図３－４－１　国から地方への交付金・補助金の内訳（2001年当初予算）

（Ａ）国から地方への交付金・補助金の内訳

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000より作成

【総額：1,985億フラン】
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1 2001年国家当初予算における国から地方への交付金・補助金の総額を、2000年の地方公共団体全体（州、
県、市町村）の予算額で除した値である。 
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（Ｂ）国から地方への一般交付金の内訳

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000より作成

【総額：1,848億フラン】
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（その他）
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（その他）

3.9%
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なお、上記の数値は、（３）地方税制度のところで述べた、国からの地方税の負担軽

減措置および減免税補填の額（1,392 億フラン）を含んでいないが、これらを含めた

国から地方への財政支援の総額は 3,377億フランであり、地方公共団体（州、県、市

町村）の予算の約４割、国家歳出（一般会計）の約 20％の規模となる。また、これを

４分類すると、経常経費関係のものが 39％、資本経費関係が 11％、権限委譲関係が 9％、

地方税の減免税補填措置等関係が 41％となっている。（図３－４－２） 

 
図３－４－２　国から地方への財政支援の内訳（2001年当初予算）

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000より作成

【総額：3,377億フラン】
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（その他）
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（ｂ）全体的特徴 

フランスの交付金・補助金制度の全体的な特徴としては、以下の点を挙げることが

できる1。 

・ 多様性：国から地方への交付金・補助金のうち経常総合交付金（ＤＧＦ）が

59％と大きな割合を占めているものの、多数の交付金が存在する。 

・ 複雑性：一般交付金は、財源保証、国土整備、雇用や経済活動の促進、財政

調整、市町村間協力機関の推進といった様々な目的を有しており、それらが

重なり合っている2。 

・ 包括性：国からの交付金・補助金は、地方分権化の流れのなかで一般交付金

（経常総合交付金、公共事業総合交付金、地方分権総合交付金等）が中心と

なっており、特定補助金である各省補助金（国庫特別会計分を含む）は７％

程度である。ただし、市町村分の公共事業総合交付金については、事実上特

定補助金化している。 

       

（ｃ）一般交付金の総額決定方式 

一般交付金の総額決定方式は交付金ごとに異なるが、一般交付金のうち約８割はマ

クロ経済指標（ＧＤＰ成長率等）に連動して伸び率が決定される。 

また、主としてマクロ経済指標に連動する交付金はクローズエンド型交付金

（dotation sous enveloppe）とされ、その総額の３ヵ年の伸び率がマクロ経済指標に

連動することになっている3。（これを「成長と連帯に関する契約」という。） 

なお、クローズエンド型交付金には職業税軽減補填（雇用・投資促進減免分を除く）

が含まれているが、これ以外の交付金はマクロ経済指標等に連動し、いわば自動的に

総額が決定されるため、職業税軽減補填（雇用・投資促進減免分を除く）が調整弁的

                                                   
1 La documentation française, Finances publiques, 2000, P108 
2 交付金制度が多様、複雑に過ぎるため簡素化が必要であるという点については、国会議員、政府等の間
で共通認識となっている。しかしながら、フランスにおいては国会議員の多くが市長等を兼職しているこ

ともあり、具体的な改善策となると国会議員等は既得権の維持に回り、抜本的な改革は困難な模様である。 
3 このようにクローズエンド型交付金の３ヵ年の伸び率を規定する制度については、交付金の伸びをコン
トロールすることに加え、地方財政の安定的運営に資するものと説明されているが、調整弁的機能を果た

す職業税軽減補填（雇用・投資促進減免分を除く）は 1995年以降、1997年を除き毎年減少している。 
（La documentation française, Les collectivités locales en mutation, 1999, P51 およびMichel Bouvier, 
Les finances locales 6e éditon, 1999, P107） 
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機能を果たしている。 

このように、フランスの一般交付金制度は、地方の歳入と歳出の差額を補填する方

式とはなっておらず、また、税収格差を完全に均等化するものでもないといえる。 

1995 年から 1998 年までの国から地方への一般交付金総額の対前年伸び率の平均1

は 1.8％となっており、名目ＧＤＰの伸び率（3.3％）や国家税収額の伸び率（4.8％）

よりも小さな伸びとなっている。なお、国から地方への財政支援額の伸び率は 3.3％

となっている。 

 

（参考）成長と連帯に関する契約（contrat de croissance et de solidarité） 

クローズエンド型交付金の３ヵ年の伸び率を規定する方式は 1996 年当初予算法に

おいて導入され、1996年～1998年までの各年の伸び率（当初予算ベース）は消費者

物価上昇率（たばこを除く）に連動することとされた（「安定に関する協定」：pacte de 

stabilité）。これを引き継ぐ形で 1999 年当初予算法第 57 条において「成長と連帯に

関する契約」が規定され、1999年から 2001年までのクローズエンド型交付金の伸び

を、以下としている。 

1999年：（消費者物価上昇率（たばこを除く））＋（実質ＧＤＰ成長率の 20％） 

2000年：（消費者物価上昇率（たばこを除く））＋（実質ＧＤＰ上昇率の 25％） 

2001年：（消費者物価上昇率（たばこを除く））＋（実質ＧＤＰ上昇率の 33％） 

 

（ｄ）交付金の配分方式 

ⅰ 指標 

配分方式は交付金ごとに異なるが、よく用いられる指標として以下がある2。 

・ 人口 

・ １人当り財政力（potentiel fiscal）： 

 主要４税（住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税、職業税）の各

課税ベース額に各税の全国平均税率を乗じたものの合計を人口で除したもの

である。すなわち、ある地方公共団体が全国平均税率を課した場合に、その

団体が得られるであろう人口１人当り税収ということになる。 
                                                   
1 ４ヵ年の対前年伸び率の単純平均。交付金額、税収額は当初予算ベース。 
2 Finances publiques, La documentation française, 2000, P112 



 301

 値が大きくなるほど交付金の配分額は少なくなる。 

・ 財政努力（effort fiscal）： 

 主要３税（住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税）の税収額を財

政力（職業税を除くベース）で除した値である。地方公共団体において、ど

の程度家計部門に課税を行っているかを示す指標である。 

 値が大きくなるほど交付金の配分額は大きくなる。（家計に対する課税では

ない職業税を増税しても交付金の配分額は増えないが、住居税を増税すれば

配分額は増加する仕組みである。） 

・ 物理的指標： 

 道路延長、社会的住宅数、学童数などの指標が用いられるが、その数はそ

れほど多くない。 

 

ⅱ 地方財政委員会 

経常総合交付金をはじめとして、一般交付金の中には、いくつかの構成要素に分

かれているものがあるが、要素間の配分は法の規定に従い、地方財政委員会により

決定される。 

 

（ｅ）財政調整の状況 

県について1、一人当り地方税収上位県（10県）と下位県（10県）を比較した場合、

主要交付金の交付により、県間の一人当り歳入の格差は縮小するが、完全な均等化は

行われていない。（図３－４－３） 

 

                                                   
1 地方公共団体としての県の比較であり、県内の市町村は含まれない。 
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図３－４－３　財政調整の状況（1997年）

（Ａ）一人当り地方税収上位県と下位県の比較

（注１）パリを除くフランス本土全県（95県）での人口一人当り歳入を１とした場合の指数である。
（注２）地方税収には、地方税の負担軽減措置および減免税補填措置の金額が含まれている。
（注３）DGF：経常総合交付金 DGD：地方分権総合交付金　
　　　　FCTVA：付加価値税補償基金 DGE：公共事業総合交付金
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（Ｂ）（参考）一人当り財政力上位県と下位県の比較

（注１）パリを除くフランス本土全県（95県）での人口一人当り財政力等を１とした場合の指数である。
（注２）財政力：主要４税の課税ベース額に全国平均税率を乗じて算出した指標
（注３）DGF：経常総合交付金 DGD：地方分権総合交付金　
　　　　FCTVA：付加価値税補償基金 DGE：公共事業総合交付金
（出典）Les finances des departements 1997より作成
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② 一般交付金の概要1 

（ａ）経常総合交付金（ＤＧＦ：dotation globale de fonctionnement） 

ⅰ 概要 

経常総合交付金（ＤＧＦ）は、1941年に創設された地方間接税をその発生起源と

し、その後の税制改正等を経るなかで、1979年に創設された。 

ＤＧＦは、国から地方への一般交付金総額の約 63％（2001 年当初予算で 1,160

億フラン）と最も規模が大きい。県および市町村（市町村グループを含む）に配分

される。配分額のシェア（2000年）は、県が 17％程度、市町村が 83％程度となっ

ており、大部分は市町村に配分されている。 

ＤＧＦの総額は、マクロ経済指標に連動する形で決定される。 

 

ⅱ 総額決定方法 

ＤＧＦの伸び率は、マクロ経済指標に連動する形で決定され、 

当年の消費者物価上昇率（たばこを除く）＋前年の実質ＧＤＰ成長率の 50％ 

に等しい。 

このようにして決定された総額2を、県全体と市町村全体分に分割するが、各々の

伸びは等しい。 

 

ⅲ 配分方法Ⅰ（県分） 

県に交付されるＤＧＦは、①一括交付金、②平衡交付金、③最低保証交付金（Ｄ

ＦＭ）、④最低伸び率保証から構成される。配分にあたっては、③および④を控除し

た後、①：②＝45％：55％となるように定められる3。 

 

（ⅰ）一括交付金（dotation forfaitaire） 

各県のシェアが前年度から変化しないように配分され、伸び率は各県とも等し

くなる。 

                                                   
1 地方税の減免措税補填関係については、「（３）②【参考５】地方税の減免税補填措置等」を参照。 
2 地方財政委員会の運営経費等が控除される。 
3 2000年（当初）における県への配分額は 181.0億フランであるが、このうち①（73.6億フラン）およ
び②（96.6億フラン）が太宗を占め、③および④の割合は低い。 
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（ⅱ）平衡交付金（dotation de péréquation） 

平衡交付金総額の 40％相当分は、一人当り財政力の全県平均値からの乖離度を

基準として配分され、60％相当分は住居税、既建築資産税、未建築資産税の合計

額（未建築資産税は税収額の 30％のみ計上）に比例して配分される。 

 

（ⅲ）最低保証交付金（ＤＦＭ：dotation de fonctionnement minimale） 

総額は地方財政委員会によって決定され、一人当り財政力の低い県、平方キロ

当り財政力の低い県に対し、総額の 30％相当を県道延長基準1で、30％相当を平

方キロ当り財政力基準で、40％相当を財政力基準で配分する。 

 

（参考）財政連帯メカニズム（mécanisme de solidarité financière） 

1991年に創設された制度として財政連帯メカニズムがある。これは、一人当り

財政力が高い県からＤＧＦの一定割合2を徴収し、最低保証交付金（ＤＦＭ）交付

対象県に対して、ＤＦＭ交付額見合いで配分するものである。 

 

（ⅳ）最低伸び率保証（garantie de progression minimale） 

各県の伸びがＤＧＦ全体の伸びの最低 55％となるように交付される。 

 

ⅳ 配分方法Ⅱ（市町村分） 

市町村に交付されるＤＧＦは、①一括交付金、②整備交付金から構成され、後者

はさらに市町村グループ交付金、都市部連帯交付金（ＤＳＵ）、農村部連帯交付金（Ｄ

ＳＲ）から構成されている3。 

 

 

                                                   
1 山間部道路については割増ししてカウントされる。 
2 一人当り財政力に応じて徴収率として２段階が設定されている。なお、人口に対する社会的住宅の比率
が高い県等は含まれない。 
3 2000年（当初予算）における市町村への配分額は 920.7億フランであるが、このうち、①が 813.4億
フラン、②が 107.4億フランとなっており、一括交付金が大部分を占める。 
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（ⅰ）一括交付金（dotation forfaitaire） 

総額の伸び率は、ＤＧＦ全体の伸び率の寄与度の３分の１以上を実質ＧＤＰが

占める場合には、地方財政委員会がＤＧＦ全体の伸び率の 50～55％となるように

設定し、それ以外の場合には、ＤＧＦ全体の伸び率の 50％となる。各市町村の伸

び率は等しい1。 

 

（ⅱ）整備交付金（dotation d’aménagement） 

整備交付金の総額は、市町村に交付されるＤＧＦ総額から一括交付金総額を控

除した額となる。内訳の３つの構成要素への配分方法は、地方財政委員会がまず

市町村グループ交付金総額を決定し、残余を各々のシェアが 45～55％の範囲内と

なるようにＤＳＵおよびＤＳＲに配分する。 

 

ａ．市町村グループ交付金 

市町村間協力機関の再編促進等を目的とし、独自税源を有する市町村間協力

機関（市町村共同体、都市共同体、新都市共同体、新都市組合）に対して交付

される。市町村間協力機関毎の総額は地方財政委員会により決定される。 

市町村間協力機関の種類ごとに「基礎的交付金（dotation de base）」と「平

衡交付金（dotation de péréquation）」に分けて交付され、配分シェアは、前

者が 15％、後者が 85％となっている。具体的な配分方法は市町村間協力機関

の種類によって異なるが、基本的に、前者については、人口、財政統合指数基

準で、後者については、人口、財政統合指数に加え一人当り財政力基準で配分

される。 

 

ｂ．都市部連帯交付金（ＤＳＵ：dotation de solidarité unbaine） 

社会的歳出（charges sociales）を負担しなくてはならないが税収が不十分で

ある都市部市町村における生活条件の改善を目的とし、人口 5,000人以上の市

町村に対して交付される。 

交付は、人口 5,000～9,999人の市町村と人口 10,000人以上の市町村に分け

                                                   
1 ただし、人口増減に関する措置があり、人口増減率の半分が加減される。 
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て行なわれ、各々の交付対象市町村は歳入・歳出指標（①一人当り財政力（対

平均値比の逆数）、②社会的住宅比率（対平均値比）、③住宅手当受給者数の全

住宅数に対する比率（対平均値比）、④一人当り収入（対平均値比の逆数）を加

重平均した指標）で順位付けした上位の市町村である。 

配分額は、人口、歳入・歳出指標、財政努力指数を基準として決定される。 

 

ｃ．農村部連帯交付金（ＤＳＲ：dotation de solidarité rurale） 

農村部における社会生活水準の維持、財政資金の不足に対処することを目的

とし、２つのパートからなる。 

第１パートは、農村部において中心的役割を果たす市町村（郡庁所在地であ

る市町村等）に対して交付され、総額は、ＤＳＲ全体の伸びに占めるシェアが

５～20％となるように地方財政委員会が決定する。配分は、人口、一人当り財

政力、財政努力を基準として行なわれる。 

第２パートは、一人当り財政力が、同様の人口規模を有する市町村平均の２

倍を下回る市町村に対して交付され、30％相当は、人口、一人当り財政力、財

政努力を、30％相当は道路延長（山間部は２倍でカウント）を、30％相当は幼

稚園、義務教育対象児童数を、10％相当はヘクタール当り財政力を基準として

交付される。 

 

【参考】経常総合交付金の経緯1 

経常総合交付金は 1979 年に創設されたが、創設に至るまでの経緯は地方税の交付

金化として捉えることができる。 

1941年に小売販売に対する課税である地方小売売上税が創設されたが、戦後、付加

価値税が創設されるなかで消費課税を整理統合する必要が生じ、1966年に地方小売売

上税は廃止された。地方小売売上税に代わる地方の財源として、国税である給与税

（taxe sur les salaires）の 85％相当額を交付することとされたが、間もなく付加価

値税の課税対象者に対する給与税の非課税措置が導入されたことから、1968年には、

給与税相当交付金（ＶＲＴＳ：versement représentatif de la taxe sur les salaires）

                                                   
1 Michel Bouvier, Les finances locales 6e éditon, 1999, P85-P92を参照した。 
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が創設された。ＶＲＴＳは、給与税の非課税措置がなかったと仮定した場合の給与税

の額を算出し、その額を地方に交付する制度である。 

ＶＲＴＳは３つの要素からなっていた。 

・ 保証交付金1：制度創設前の地方間接税の税収額相当水準を保証するもの 

・ 財政努力交付金：対家計課税額（資産税および住居税）に応じて交付 

・ 地方行動基金：貧しい地方団体、観光地、温泉地に対して交付 

しかしながら、1970年代後半には景気後退が生じ、景気に感応的な給与額を基礎と

して算出されるＶＲＴＳの欠陥が露呈し、1979 年に総額を付加価値税の一定割合2と

するＤＧＦが創設された。なお、ＤＧＦ創設にあたって、地方財政委員会が創設され

た。 

ＤＧＦは以下の３つの要素からなっており、基本的にＶＲＴＳを承継するものとな

っていた。 

・ 一括交付金：従前の保証交付金に相当するもの（継続性の確保） 

・ 財政調整交付金：一人当たり財政力に応じて交付される部分と対家計課税額

に応じて交付される部分からなる。 

・ 特別交付金：温泉地、観光地に対する交付金等 

1985年には、財政調整機能を強化するとの観点から以下のように改正された。ただ

しこれは市町村へのＤＧＦに関するものであり、県へのＤＧＦについては大きな変更

はなされなかった。 

・ 基礎交付金（40％相当）： 

  人口比例で配分（ただし、総人口数に応じた調整あり） 

・ 財政調整交付金（37.5％相当）： 

第１パート（30％相当）：財政力および財政努力3に応じて配分 

第２パート（7.5％相当）：一人当たり所得税課税対象所得に応じ配分4 

・ 補填交付金（22.5％相当）： 

4.5％相当：学童数に比例し配分 

                                                   
1 保証交付金は毎年５％ずつ削減され、財政努力交付金に振り替えていくこととされていた。 
2 付加価値税に関する税制改正（税率変更等）に応じ変更することとされた。 
3 財政努力の概念を変更し、対家計課税額と財政力の比で定義。 
4 歳出サイド指標としても考えられていたことに留意。 
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4.5％相当：道路延長に比例し配分 

13.5％相当：社会的住宅数に比例し配分 

・ 特別交付金1： 

温泉地、観光地に対する交付金 

観光客の多い地方への交付金 

中心都市交付金 

都市連帯交付金 

欧州市場統合に対応し付加価値税の割増税率を引き下げる必要が生じたことから、

1990年にはＤＧＦ総額を付加価値税に連動させる方式を廃止し、マクロ経済指標に伸

びを連動させる方式に改めた2。 

1993年には、制度を簡素化するとともに、国土整備（aménagement du territoire）

を推進するとの観点から、以下のような構成に改正され、現在に至っている。ただし

改正は市町村へのＤＧＦに関するものであり、県へのＤＧＦについては大きな変更は

なされていない。 

・ 一括交付金： 

  従来の基礎交付金、財政調整交付金、補填交付金等を統合 

・ 整備交付金： 

独自税源を有する市町村間協力への交付金 

都市連帯交付金 

農村部連帯交付金 

    

（ｂ）公共事業総合交付金（ＤＧＥ：dotation globale d’équipement） 

ⅰ 概要 

公共事業総合交付金（ＤＧＥ）は、従前の公共事業特定補助金を統合し、1983

年に創設された交付金である。 

ＤＧＥの国から地方への一般交付金に占める比率は３％程度（55.8億フラン）で

あり、それほど高いシェアを占めているわけではない。県および市町村（市町村グ

                                                   
1 特別交付金の総額は地方財政委員会により毎年決定される。なお、特別交付金以外の交付金のシェアは
特別交付金を除いたベースである。 
2 1990年のＤＧＦ総額は消費者物価上昇率にのみ連動することとされた。 
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ループを含む）に配分され、シェアは県が 52％、市町村が 48％と、ほぼ同額とな

っている。 

ＤＧＥの総額はマクロ経済指標に連動する形で決定されるが、その配分方法は県

と市町村とで基準がかなり異なっており、後者に対する配分は特定補助に近いもの

となっている。 

 

ⅱ 総額決定方法 

ＤＧＥの伸び率は、マクロ経済指標に連動する形で決定され、公的固定資本形成

（見通し）の伸びに等しい。 

このようにして決定された総額が県と市町村に配分されるが、県のＤＧＥの伸び

率と市町村のＤＧＥの伸び率は、各々上記に等しい。 

 

ⅲ 配分方法Ⅰ（県分） 

県に交付されるＤＧＥは第１パート（資本整備であれば使途自由）と第２パート

（不動産整備、農村部施設整備補助に使途限定）に分割され、各々の総額は地方財

政委員会により決定される1。 

なお、特定補助金等の対象となる事業については、ＤＧＥの交付対象となる資本

整備費の額には含まれない。 

 

（ⅰ）第１パート 

75％相当（最大）は、各県等の資本整備額に比例して交付され、20％相当（最

大）は県道延長に比例（山間部は２倍でカウント、島への架橋は 10 倍でカウン

ト）して交付される。残余は、一人当り財政力の低い県、平方キロ当り財政力の

低い県等に交付される。 

 

（ⅱ）第２パート 

80％相当（最大）は、各県の不動産整備費および農村部施設整備補助額に比例

し交付される。最大 10％相当は、各県の前年の農村部不動産整備費ベースで交付

                                                   
1 第１パートは６割程度、第２パートは４割程度である。 
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され、少なくとも 10％相当は、一人当り財政力の低い県、平方キロ当り財政力の

低い県に交付される。 

 

ⅳ 配分方法Ⅱ（市町村分） 

市町村に交付されるＤＧＥは、①大規模な市町村は交付対象ではないこと、②県

ベースで機械的に配分された後、市長代表等からなる委員会で大枠が定められ、地

方長官により具体的な補助対象事業が選定されること（すなわち、かなり特定補助

金に近い性格を有すること）、といった特徴がある。 

なお、特定補助金等の対象となる事業については、ＤＧＥの算定にあたってはカ

ウントされない。 

 

（ⅰ）県ベースでの配分方法 

市町村へのＤＧＥは、県ベースでの配分に当って、第１パート（小規模市町村

等を対象）と第２パート（中規模市町村で一人当り財政力の高くない市町村等を

対象）に分割され、両者は同率で伸びる。 

県ベースでの配分は以下の要領で行なわれる。 

ａ．直近年の公共投資実績額割で、市町村間協力機関全体の額と市町村全体の額

を決定する。 

ｂ．市町村間協力機関全体の額を、直近年の公共投資実績額割で第１パートと第

２パートに配分する。この結果、各パートの市町村の総額と市町村間協力機

関の総額が決定される。 

ｃ．市町村分を県ベースで配分する。第１パートについては、交付対象市町村の

数、その人口規模、その道路延長（山間部は２倍でカウント）、その財政力を

基準として配分する。第２パートについては、交付対象市町村数の数を基準

として配分する。 

市町村間協力機関については、第１パート、第２パートとも、交付対象とな

る機関の直近の公共投資実績額割で配分される。 

 

（ⅱ）各県内での配分方法 

県ベースで配分されたＤＧＥは、各県において以下の要領で配分される。 
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ａ．県内の市長代表等からなる委員会が、優先事業分野、各優先事業分野の交付

率の上限、下限（政令により 20～60％の範囲内とされている）を設定する。 

ｂ．委員会の決定を受け、県地方長官が交付対象事業および各事業への交付額を

決定する。 

 

【参考】公共事業総合交付金の経緯1 

フランスにおいては、1970年代までは、公共事業については特定補助金方式であっ

た。このように国が地方の個別の投資に関与する方式について、当時は、地方公共団

体間の財政調整が可能になること、より計画的な事業実施が可能となること、地方議

員にとりあまり魅力的ではない分野での事業実施が可能となること、などがメリット

として考えられていた。しかしながら、1980年代の地方分権化のなかで、国の関与の

強い特定補助金方式に対する批判が高まるなか、1983年に、従来の特定補助金を統合

する形で公共事業総合交付金（ＤＧＥ）が創設された。 

創設当時においては、以下のようなメリットが期待されていた。 

・ 補助金の条件として、国により行なわれる様々な技術的規制からの解放。 

・ 機械的基準により交付されることから歳入面の見通しが立てやすいこと 

創設当初のＤＧＥは、基本的に地方公共団体の公共投資予算額をベースに全ての事

業に対し一律の補助率を適用する方式であった。しかしながら、この方式は、結果と

して、従前の制度と比較し、大規模な地方公共団体に有利に働くシステムであった。

すなわち、大規模な都市は毎年比較的公共投資額が安定しているのに対し、小規模な

市町村は散発的にしか公共投資を行わないため、大きな公共投資を行う年に少額の交

付金しか受け取れないことがある等の不利益を被る状況となった。 

こうしたことから、1985年および 1988年には市町村分のＤＧＥが改正され、以下

のような配分方法とされた2。 

   第１パート（50％相当）：人口 10,000 人以上の市町村を対象とし、その 90％相当

は、一律の補助率により配分し、10％相当は財政力の低い市町村、財

政努力の高い市町村に配分（補助率加算方式） 

                                                   
1 Jaques Blanc他, Les collectivités locales, 1995, P528-P533を参照した。 
2 人口 2,000～10,000人の市町村については、第１パート、第２パートのいずれかを選択するとされた。 
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   第２パート（50％相当）：人口 2,000 人未満の市町村を対象とし、人口、道路延長

基準でまず県ベースで配分した後、地方議員により構成される委員会が

優先分野および補助率の上限・下限を決定する。委員会の意見を受け、

地方長官が配分を決定する。 

さらに、1996年には、第１パートが廃止され特定補助方式（第２パート）が一般化

され、現行制度に至っている。 

 

（ｃ）地方分権総合交付金（ＤＧＤ：dotation générale de décentralisation） 

ⅰ 国から地方への権限委譲に関する財源手当の基本原則 

先述したように、1980年代に地方分権化が行なわれ、県、州を中心に国の所掌事

務が移管された。移管された事務に要する経費については、所要の財源を移転する

こととされた。所要の財源移管の方式は以下のとおりである。 

・ 国から地方への権限委譲に際しては、移譲された権限の通常の実施（exercice 

normal）に要する財源も委譲される。この財源は、権限委譲時点における国

の歳出額に等しく、毎年経常総合交付金と同様に伸びる。この財源は委譲さ

れた歳出の完全補填（compensation intégrale）を保証する。 

・ 上記の歳出増は、国税の移譲および地方分権総合交付金により手当される。 

・ 国税の移譲額は、地方公共団体全体ベースで、権限委譲時点における歳出増

の少なくとも半分を占める。 

（参考）移譲された国税 州：自動車登録税 

            県：不動産公示税・登記税、自動車税 

            市町村：なし 

 

ⅱ 概要 

ＤＧＤは、上記の基本原則を定めた 1983 年の権限配分法により創設された交付

金である。 

ＤＧＤの国から地方への一般交付金に占める比率は８％程度（151 億フラン）で

ある。地方税の減免税補填措置等を除けば、経常経費関係ではＤＧＦに次ぐ規模で

あるが、額はＤＧＦの 13％程度である。州、県、市町村に配分される。 
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ⅲ 総額決定方法 

ＤＧＤの総額は、毎年ＤＧＦと同様に伸びる。 

 

ⅳ 配分方法 

各地方公共団体のＤＧＤの配分額は、同率で伸びる1。 

ＤＧＤは経常部門の歳入とされ、使途は自由である。 

    

【参考】その他の地方分権関係交付金 

国から地方へ移譲された権限のうち、職業訓練（州）、高等学校整備（州）、中学校

整備（県）については、各々別枠の交付金が存在する2。 

 

ⅰ 職業訓練地方分権交付金 

（dotation générale de décentralisation formation professionnelle） 

州に対する交付金で、国から地方への一般交付金総額の約５％（82.4億フラン）

を占めている。 

総額の伸びは、ＤＧＦと同様の伸びである。 

各州への配分は、まず各州に前年度交付額と同額を交付し、残余を州内の資格取

得状況（80％相当）、州内の職業訓練施設の受容能力（20％相当）を基準として配

分される。 

職業訓練地方分権交付金は、各州の職業訓練等州基金に充当される。 

 

ⅱ 教育施設整備州交付金 

（ＤＲＥＳ：dotation régionale d’équipement scolaire） 

州に対する交付金で、国から地方への一般交付金総額の約２％（36.2億フラン）

を占めている。 

総額の伸びは、ＤＧＥと同様の伸びである。ＤＲＥＳは、高等学校（類似施設を

含む）の受容能力（60％相当）、就学人口の伸び（40％相当）を基準として各州に

                                                   
1 ただし、新たな権限委譲がなされる場合等があり、実際の伸び率は同率とはならない。 
2 この他にコルシカ州に対する地方分権総合交付金があるが、これについては委譲された権限が他の地方
公共団体と異なることから別掲されている。 
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配分される。 

ＤＲＥＳは高等学校の建設、改築、拡張、大規模修繕に充当される。 

 

ⅲ 中学校整備県交付金 

（ＤＤＥＣ：dotation départementale d’équipement des collèges） 

県に対する交付金で、国から地方への一般交付金総額の約１％（18.0億フラン）

を占めている。 

総額の伸びは、公共事業総合交付金（ＤＧＥ）と同様の伸びである。ＤＤＥＣは、

中学校の受容能力（70％相当）、就学人口の伸び（30％相当）を基準として州ベー

スで配分された後、州内の各県への配分は県議会議長会議が決定する1。 

ＤＤＥＣは中学校の建設、改築、拡張、大規模修繕経費に充当される。 

 

（ｄ）付加価値税補償基金 

（ＦＣＴＶＡ：fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée） 

ⅰ 経緯2 

地方公共団体は公共事業を行う際、付加価値税を支払うこととなるが、公共投資

が増加した 1970年代に、国から受けた特定補助金が国への付加価値税の（実質的）

支払いにより相殺されてしまうことへの地方からの批判が高まった。これを受け、

1975年に、経済再生計画（relance Chirac）において、地方公共団体投資基金（fonds 

d’équipement des collectivités locales）が創設された。その後、1978年には、地

方公共団体投資基金を名称変更し、付加価値税補償基金（ＦＣＴＶＡ）が創設され

た。 

 

ⅱ 概要 

ＦＣＴＶＡは国からの一般交付金の 13％程度（235億フラン）を占め、規模的に

は公共事業総合交付金（ＤＧＥ）を上回るものとなっている。州、県、市町村（市

町村グループを含む）に配分される。 

                                                   
1 県議会議長会議で合意に達しない場合には、州の地方長官が配分を決定する。 
2 Jaques Blanc他, Les collectivités locales, 1995, P535およびMichel Bouvier, Les finances locales 6e 
éditon, 1999, P104を参照した。 
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ＦＣＴＶＡは過去の投資に係る付加価値税の還付的性格を有する1。したがって、

総額がマクロ経済指標に連動して算出されるわけではない。 

配分は過去（基本的に２年前）の投資実績額2に対し、補助率3を乗じることによ

って算出される。 

ＦＣＴＶＡは資本勘定に算入される4。 

 

（ｅ）その他の交付金 

ⅰ 教職員住宅特別交付金 

（ＤＳＩ：dotation spéciale pour le logement des instituteurs） 

総額はＤＧＦと同様に伸び5、教職員（instituteur）数に比例し各市町村に配分さ

れる6。 

  

ⅱ 地方議員交付金（ＤＥＬ：dotation aux élus locaux） 

小規模な市町村に対し、地方議員の職務遂行に必要な経費を補填するための交付

金であり、総額はＤＧＦと同様に伸び、人口 1,000人未満かつ一人当り財政力が同

様の人口規模の市町村を下回る市町村に対して交付される。各市町村への配分は同

額である。 

 

ⅲ 交通罰則交付金（prélèvement au titre des amendes de police de la circulation） 

交通罰則交付金は、公共交通や交通事情の改善を目的として市町村に対して交付

される。前年の交通違反件数に比例し、人口 10,000 人以上の市町村全体と人口

10,000人未満の市町村全体の額を決定する。人口 10,000人以上の市町村について

                                                   
1 ただし、ＦＣＴＶＡは税法上の制度ではない。 
2 対象となる投資は自己の所有となる投資に限定される（したがって、投資補助は対象外）。ただし、雪
崩対策、地滑り対策等、緊急を要するものについては対象とされている。 
3 補助率は 16.176％とされているが、これは付加価値税の通常税率から付加価値税税収のうちＥＵ拠出
分を控除したものに対応する。 
4 ただし、資本勘定の歳出総額を超える場合には、地方債利払費を確保するため経常経費に充当すること
ができる。 
5 ただし、対象とする教職員数の減に見合って減額される。 
6 教職員住宅のうち、市町村が実際の住居を手当している教職員分については、市町村に直接交付される
が、市町村が住居手当を支給している分については、国が管理し教職員に交付する。 
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は交通違反件数に比例し配分する。人口 10,000 人未満の市町村に対しては、交通

違反件数に比例し県ベースで配分した後、県議会が市町村に配分する。 

交通罰則交付金は、資本勘定のうち、公共交通や交通事情の改善に関する経費に

充当される。 

 

ⅳ 職業税平衡全国基金 

（ＦＮＰＴＰ：fonds national de péréquation de la taxe professionnelle） 

ＦＮＰＴＰの原資は、職業税の税率（前年）が全国平均税率を下回る市町村に存

在する企業施設からの負担金、国からの交付金、フランステレコムおよび郵便局の

拠出、その他（職業税延滞利息等）からなる。 

ＦＮＰＴＰは、①農村部発展交付金（ＤＤＲ：dotation de développement rural）,

②狭義のＦＮＰＴＰの２つの構成要素からなる。両者の総額は、地方財政委員会に

よって決定される。①のＤＤＲは県ベースで配分され、県の地方長官が市町村等へ

の配分を決定する。②の狭義のＦＮＰＴＰは、職業税の課税ベースが著しく減少し

た市町村等に配分される。 

（参考）ＦＮＰＴＰの他に、平衡全国基金（ＦＮＰ：fonds national de péréquation）

があり、②の残余に加え、国からの交付金（市町村に対する職業税補填交付金

の凍結部分）を原資とし、一人当り財政力が低く、かつ、財政努力の高い市町

村等に交付される。  

   

③ 特定補助金の概要 

（ａ）特定補助金の概要 

国から地方への交付金・補助金に占める各省補助金は 6.3％（うち経常補助 3.8％、

資本補助 2.5％）、国庫特別会計分は 0.6％（2001年当初予算）となっており、合計で

6.9％と、割合は小さなものとなっている。 

各省補助金は 125億フラン程度であり、内訳は経常補助が 76億フラン程度（運輸、

農林、文化関係が多い）、資本補助が 49億フラン程度（内務のほか、運輸、文化関係

が多い）となっている1。 

                                                   
1 施設補助の補助率の上限は 80％とされている。（全公共団体ベース） 



 317

また、国庫特別会計分は 13 億フラン程度であるが、全て資本補助であり、水資源

基金、スポーツ振興基金等からなる。 

（参考）地方分権化政策として補助金の一般交付金化が行なわれるなかで、特定補助

金が残存している理由の一つとして、事業をコントロールしたい各省の意図と一

般交付金の配分方式の不完全性（局地的に偏在する事業（例：森林事業）に対応

できない等）を補充する資金を欲する地方側の意図が合致していることが挙げら

れる1。なお、先述したように公共事業総合交付金（ＤＧＥ）は包括型交付金とし

て成立したものの、一部は現在では実質的に特定補助金化している。 

  

（ｂ）一般交付金との関係 

フランスにおいては、一般交付金制度と特定補助金制度は独立した体系となってお

り、一般交付金総額に補助事業費を算入するといったことはない2。むしろ、公共事業

については、特定補助の対象とされた事業は公共事業総合交付金を受けることはでき

ない制度となっている。 

 

④ 水平的財政調整の概要 

国から地方への一般交付金による垂直的財政調整に加え、地方の歳入を徴収し地方に

配分する地方間の水平的財政調整制度が存在する。なお、これらは法律により枠組みが

規定されているものであり、地方の自主的な制度ではない。 

 

（ａ）市町村間の財政調整制度 

ⅰ 職業税県平衡基金 

（ＦＤＰＴＰ：fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle） 

1975年に職業税が創設された際に、地域間の税源の格差を是正するために創設さ

れた制度である。課税ベースの大きな例外的企業施設（港湾設備、発電所等）が存

在する県内の市町村から当該企業設備に対する職業税税額の一部が拠出され、財政

                                                   
1 Jaques Blanc他, Les collectivités locales, 1995, P540 
2 経済財政産業省、内務省の地方財政担当者は、国から地方への財政支援として各省補助等の全体額の集
計はするものの、内容等については全く関知していないとしていた。また、補助事業額といった概念での

統計はそもそも作成していないとしていた。 
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力の低い、あるいは歳出需要の多い県内の市町村等に配分する制度である。配分は

県単位で行なわれ、県議会によって決定される。 

なお、大規模な企業施設は存在しないが一人当りの職業税が平均を上回るような

市町村は、職業税県平衡基金に拠出を行わない。 

（参考）職業税県平衡基金の規模は 33億フラン（1998年）であり、市町村の税収

総額の 1.2％、職業税収の 3.2％程度である。 

 

（ⅰ）原資 

市町村人口一人当たりの職業税課税ベースが全国平均値の２倍を超える企業施

設（例外的企業施設）の職業税の一部を原資とする。徴収される金額は、（当該企

業施設の職業税課税ベースのうち全国平均の２倍を超える部分の額）に（市町村

における職業税税率）を乗じた額である。 

 

（ⅱ）配分 

配分は、県議会によって行なわれ、以下の市町村等に配分される。なお、両者

のシェアは各々40％以上でなくてはならない1。 

・ 財政力の低い、または歳出需要の多い市町村等 

・ 例外的企業施設の従業員が 10人以上居住しており、その家族を含めた人

数が人口の１％以上である市町村 

 

（参考）1990年には、職業税県平衡基金の中に、大規模店舗に関する平衡部分が創設

された。（上記の例外的企業施設に関するものとは区分されている。）これは、新

設・拡張を行った大規模店舗の職業税の一部を徴収し、当該大規模小売店舗から

一定距離内に位置する市町村等に対し、配分される。 

 

ⅱ イル・ド・フランス州市町村間連帯基金 

（ＦＳＣＲＩＦ：fonds de solidarite des communes de la Région d’Île-de-France） 

                                                   
1 配分について県議会にかなり裁量の余地があり、そのことについて批判がある。（Michel Bouvier, Les 
finances locales 6e éditon, 1999, P44を参照） 
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同基金は、全国レベルである経常総合交付金（ＤＧＦ）の都市連帯交付金（Ｄ

ＳＵ）と似たような配分スキームとなっており、都市部であるイル・ド・フラン

ス州（パリの位置する州）において、特別な社会的歳出（charges sociales）を負

担しなくてはならないが税収が不十分である都市部市町村における生活条件の改

善を目的として 1991年に創設された。 

一人当たり財政力が高い市町村、一人当たり職業税課税ベースが大きい市町村

等から、財政力、職業税課税ベースの基準超過分に応じ徴収し、歳入・歳出指標

値（①一人当たり財政力（対州内平均値の逆数）、②社会的住宅比率（対州内平均

比）、③住宅手当受給者数の全住宅数に対する比率（対州内平均比）、④一人当た

り収入（対州内平均比の逆数）を加重平均した値）で上位にランクされる市町村

に対して配分される。配分額は、人口、歳入・歳出指標、財政努力指数を基準と

するが、具体的には州の委員会1により行われる。 

 

（参考）以上のほか、市町村間の財政調整制度として環境連帯県基金（ fonds 

départementaux de solidarité pour l’environnement）がある。これは産業廃棄

物を一定量以上排出する企業施設の存在する市町村から当該企業施設の職業税の

一部を徴収し、産業廃棄物集積所が存在する市町村に、集積所にストックされる

産業廃棄物の重量に比例して配分される。 

 

（ｂ）県間の財政調整制度 

県間の財政調整制度は存在しないが、これに相当するものとして経常総合交付金（Ｄ

ＧＦ）の中に「財政連帯メカニズム（mécanisme de solidarité financière）」が存在

する。当該制度は、農村部における生活条件の改善に資することを目的として 1991

年に創設された。 

この制度における交付対象県は、ＤＧＦの中の最低保証交付金（ＤＭＦ：dotation de 

fonctionnement minimale）の交付を受ける県であり、その意味でＤＭＦの加算的性

格を有している。財源は、一人当たり財政力の高い県に交付されたＤＧＦの一定割合

とされている。 

                                                   
1 州議会議長、県議会議長、パリ市長、州内市長等がメンバーである。 
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（ｃ）州間の財政調整制度 

州間の財政調制度として、州間不均衡是正基金（ＦＣＤＲ：fonds de correction des 

désequilibres régionaux）がある。同基金は、州間の不均衡の拡大を避けることを目

的として 1993年に創設された。 

一人当たり財政力が全州平均よりも一定程度以上高い州から、その程度に応じ歳出

額（前々年度）の一定割合を徴収し、一人当たり財政力が一定程度以上低い州に対し、

半分を一人当たり財政力基準で、半分を平方キロ当たり財政力基準で配分する。 
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（５）地方債制度 

① 地方債の発行状況 

1997年の地方公共団体（州、県、市町村の合計）による地方債の発行額は、731億フ

ランであり、歳入に占める割合は 10％程度となっている。この割合は、州、県、市町村

ともにほぼ同水準となっている。また、資本歳出に対する割合は 28％である。 

最近の地方債の発行状況を見ると、1997年には地方債元本償還額が新規発行額を上回

る状況となっている。 

地方債残高は 1997年をピークに減少傾向にある。（図３－５－１） 

 

図３－５－１　地方の純借入額と債務残高の推移

（注１）州、県、市町村の合計（債務残高は１月１日現在）

（注２）1999年、2000年は予測値 （純借入額の2000年は当初予算値）

（出典）Les Collectivites locales en chiffres 2000より作成
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② 地方債発行に関する規制 

地方公共団体の行う起債は投資的経費に限定されている。また、元本償還費用に充当

するために地方債を発行することはできない1。これに反するような予算計上を行った場

                                                   
1 一方、国債は建設国債・赤字国債、新規債・借換債の区別なく発行されている。 
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合、地方長官は州会計検査院に提訴することができる。 

さらに、公債費は義務的経費とされ、これを計上しなかった場合（計上が不十分な場

合を含む）にも、地方長官は州会計検査院に提訴することができる。 

以上を除けば、現在、フランスにおいては地方債の発行はほぼ自由化されており、地

方公共団体は金融機関との交渉により自由に借入利率、償還期限等を設定できる。発行

は包括型であり特定の事業（特定補助事業等）にリンクしておらず、事業分野ごとに充

当率規制はなされてはいない。 

（参考）ただし、以下のような規制が存在する。 

・ 少額（２億フラン未満）の公募債1の発行はできない。 

・ 地方公共団体からの借入はできない。 

 

なお、プルーデンス措置としては、資産の減価償却費を予算計上することが市町村（人

口 3,500人以上の市町村が対象）に義務付けられている。償却の方法は地方が決定でき

るが、償却期間は国により規制されている。なお、道路、建築物は減価償却の対象から

除外されている。予算計上の形としては、経常勘定の歳出として計上した額を資本勘定

の歳出にも計上する方法がとられる2。 

    

（参考１）地方債の自由化について3 

地方債の発行は、地方分権の推進のなかで 1982年に大幅に自由化された。 

1982年以前は、①民間金融機関からの借入については、知事の事前許可が必要であり、

また、②発行の対象は原則として事業毎に特定されており、③借入利率についても上限

規制が存在した。さらに、④借入は国からの特定補助とリンクしており4、補助事業に係

る借入については公的金融機関から低利率で借入を行うことが可能であった5。 

1982年には上記の制限等が撤廃され、地方債の発行が自由化された。そのことに伴い、

                                                   
1 ５億フラン以上の公募債による起債については、国の事前許可を要する旨の法規定が残存しているが、
現在適用されていない。 
2 Bernard Adans他, La comptabilité communale 2e édition, 2001, P54 
3 Les finances locales 6e éditon, Michel Bouvier, 1999, P110-P112等を参照した。 
4 当時は、公共事業総合交付金（ＤＧＥ）導入前であり、特定補助が中心であった。 
5 公的金融機関からの低利率融資は 1986年以降廃止された。ただし、現在でも社会的住宅など若干の例
外事項に対する低利融資制度は残存する。 
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公債費が義務的経費とされるとともに、予算の実質均衡原則（経常勘定および資本勘定

の各々において予算が均衡していること）が導入された1。 

 

（参考２）地方債の引受け主体 

地方債の引受け主体は、市町村については預金供託金庫（ＣＤＣ：Caisse des dépôts 

et consignations）およびフランス地方銀行（ＣＬＦ：Crédit local de France）合計で

58％、県は 48％、州は 44％となっている。また、その他の銀行等による引受けは市町

村が８％、県が 21％、州が 16％となっている。なお、公募債については、市町村は２％、

県は４％、州は 15％となっている。（表３－５－２） 

このように、市町村については規模が小さいことから、地方債の発行が自由化された

現在でも、預金供託金庫やフランス地方銀行などの伝統的に地方公共団体への融資を行

ってきた金融機関からの相対取引による借入の割合が大きく、その他の銀行等や公募債

は多くないのに対し、県や州ではその他の銀行からの借入の割合も大きくなっている。

また、州は少なからず公募債を発行している。 

 

表３－５－２　地方債の引受け主体

引　受　主　体 比　率 備　　　　　考

市町村 県 州

フランス地方銀行(CLF) 38.5% 42.1% 32.3% 貸付原資の大半を証券市場から調達

預金供託金庫(CDC) 19.5% 5.6% 12.0% 貯金や各種公的基金が貸付原資

貯金金庫(CE) 10.7% 8.4% 9.5%

農業金庫(CA) 10.7% 9.1% 7.1%

フランス不動産銀行(CFF) 4.6% 3.1% 2.6%

一般銀行および類似の機関 8.4% 21.2% 16.4% パリ国立銀行、ソシエテ・ジェネラル等

保険会社 0.4% 0.9% 0.0%

市場公募債 2.1% 4.2% 15.3% 最低起債額は2億フラン

その他 5.0% 5.5% 4.9% 共済、退職年金、個人投資家等

合　　　計 100.0% 100.0% 100.0%

（参考）地方債務残高 342.9 148.8 57.6 （単位：10億フラン）

（注１）市町村は1996年末、県および州は1998年末における残高ベース。　地方債務残高は1998年始

（出典）Les collectivites locales en chiffles 2000より作成  

                                                   
1 従前は、予算全体での均衡のみが要求された。 
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③ 財政破綻に関する措置 

上記のように、地方債の発行は基本的に自由であり、地方公共団体が過剰な投資を行

い、これに対し大量の地方債を発行する（その結果、将来の財政破綻を招く）ことを防

止する制度的な規定はない。また、地方公共団体の破産制度はない1。 

なお、地方公共団体が財政危機に陥った場合等に用いられる「例外的な補助金」も存

在するが、現在では 500万フラン程度の計上にとどまっている2。 

 

 

 

                                                   
1 Jaques Blanc他, Les collectivités locales, 1995, P317 
2 内務省担当者からは、地方公共団体が財政危機に陥った場合に援助を行う「例外的な補助金」が 500万
フラン程度まで規模が縮小されたことにより、地方が財政破綻しても国は支援しないとの姿勢が明確にな

り、金融機関は慎重に融資するようになっている旨の説明があった。 


