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１．地方行政制度等
イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

単一制 連邦制
 (協調的連邦主義）

単一制 連邦制 単一制

地方自治体の構成 ２層制、１層制の混在
首都圏：２層制
          ロンドン広域自治体（１）
                              ¦
          シティ（1）およびロンドン・バラ(32)
大都市圏：１層制
          ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ・ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ（36）
地方圏：２層制、１層制混在
          １層制：ユニタリー（47）
          ２層制：カウンティ（34）
                                ｜
                    ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ（238）

３層制（州以下の構成）
　州（16　うち５州は旧東独）
  地方政府
  　郡（440）
　　市町村（13，845）

(参考）郡は財政統計上、市町村に含まれる。

３層制
　州（26）
　県（100）
　市町村（36,779）

（参考）多数の微小な市町村が存在することから、市町
村間協力機関が組織されており、徴税権を有する機関も
ある。

多層構造
　州（50）
　地方政府(87，453）
　　　ｶｳﾝﾃｨｰ(3，043）
　　　ﾐｭﾆｼﾊﾟﾘﾃｨｰ(19，372）
　　　ﾀｳﾝ､ﾀｳﾝｼｯﾌﾟ（16，629）
　　　特別区(34，683)
　　　学校区（13，726）

２層制　［2001年5月現在］
　都道府県(47）
　市町村（3224）

地方自治体の権限等の
根拠規定

地方自治体について憲法上の保障はない。
地方自治体の権限は、個々の法律で国から付
与されており、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。

州：基本法で「国家の権利の行使及び国家の
任務の遂行は、基本法が別段の定めをなさ
ず、または、許していない限りにおいて、州の
なすべき事柄である。」とした上で、立法権の
多くは連邦に、行政権の多くは州に配分されて
いる。

市町村：基本法で「市町村に対しては、法律の
範囲内で地域共同体のすべての事項を自己
の責任において規律する権利が保障されなけ
ればならない」としている。なお、具体的な市町
村の所掌事務は、州憲法や州法により規定さ
れる。

（参考）郡：基本法で「市町村連合もまた、その法律上の
任務領域の範囲内で、法律の基準に従って、自治権を
有する」としている。市町村よりも上位レベルで実施した
方が効率的な広域に関わる事務などを行なう。

県、市町村は憲法により、州は法律により地方
公共団体と規定されている。
憲法により、地方公共団体は法律の定める条
件内での自由な行政を保障されている。

（参考）州は1980年代の地方分権改革の中で地方自治
体として創設された。

地方公共団体の権限は、法律で規定されてい
る。

（参考）古くから存在する市町村の権限は必ずしも明確
ではないとされる。

憲法においては、州のみ規定されており、地方
政府の規定はなされていない。
地方政府は「州の創造物」とされている。

憲法で明示的に連邦の権限とされていないもの
は州の権限とされる。

地方政府の権限は州が規定する。

県、市町村は法律により定められて
いる。

（注）憲法に地方自治に関する規定がある。

地方税財政の調整機関 標準支出査定額（SSA）の算定公式の策定
や、その他地方財政、地方行政全般にわたる
協議の場として中央・地方協調会議（ＣＬＰ）が
設けられている。

連邦参議院は各州政府の代表で構成され、各
州の利害に関わる連邦法律は同院の同意が
必要とされている。

連邦、州、市町村間の調整機関として、連邦大
蔵大臣、各州大蔵大臣等からなる財政計画委
員会がある。それぞれの財政的独立が保障さ
れているため限界があるとされる。

地方長官（国の地方代表）による地方財政の事後
的な監督制度がある。
　→地方長官は予算の収支不均衡等の場合
に州会計検査院に提訴できる。州会計検査院
の勧告に従わない場合、地方長官に予算是正
権が生じる。

上院は地方議員等による間接選挙で選出され
る。また、国会議員の地方議員との兼職が可
能である。
（参考）兼職制度が地方への交付金制度等の改革を困
難にしているとされる。

交付金配分方法の決定等を行う機関として、
国会議員、市町村長等からなる地方財政委員
会が存在する。

連邦レベルで州以下の地方財政を担当する部
局が存在しない。

（参考）かつて政府間関係について調査・研究を行い関係
当局への助言・勧告を行う政府間関係諮問委員会（ＡＣＩ
Ｒ）が存在したが、1996年に廃止された。
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２．地方の財政状況等
イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

国と地方の歳出規模
（対ＧＤＰ比）

（かっこ内は総公的資本形成）

国の歳出が大きい［1996年］

　国　　　　　　　 　２１．４％（０．６％）
　地方　　　　　　　１１．３％（０．８％）
　社会保障基金　　６．０％

州の歳出が大きい［1997年］

　連邦　　　　　　　　９．５％　（０．３％）
　州　　　　　　　　 １０．５％　（０．４％）
　市町村　　　　　　 ６．３％　（１．３％）
　社会保障基金　２２．２％

国の歳出が大きい［1997年］

　国　　　　　　　 　２１．１％（０．５％）
　地方   　　　　　　 ９．４％（２．０％）
　社会保障基金　２３．７％

州・地方政府の歳出が大きい［1997年］

　連邦　　　　　　 　１１．６％ （０．２％）
　州・地方政府　　１４．７％ （１．７％）
　社会保障基金　　７．９％

地方の歳出が大きい［1998年度］

　国　　　　　　　　　 ９．３％（１．
１％）
　地方 　　　　　　 １５．４％（４．
９％）
　社会保障基金　１３．３％

租税負担率等
（対国民所得比）

国税がほとんどである［1996年］

　国税 　　      ３６．４％
　地方税　　      １．８％
  社会保障     １０．１％

（参考）国税：地方税（1998年）
　　　　　＝95.3%：4.7%

連邦税が多い［1997年］

　連邦税　　　　１４．８％
　州税         　１０．７％
　市町村税　　　 ３．７％
　社会保障     ２６．７％

（参考）連邦：州：市町村
　　　＝50.6%：36.8%：12.6%

国税がかなり多い［1997年］

　国税　　　　　　　３０．２％
　地方税 　　　　　　６．５％
　社会保障　　　　２８．６％

（参考）国税：地方税
　　　＝82.2%：17.8%

連邦税が多い

　連邦税　　　　　　１５．２％
　州・地方政府税　１０．９％
  社会保障　　 　　　９．７％

（参考）連邦税：州・地方政府税
　　　＝58.2%：41.8%

国税が多い［2001年度見込み］

　国税　　　　　　１３．４％
　地方税　 　　　　９．２％
　社会保障　　　１４．３％

（参考）国税：地方税
　　　＝59.4%：40.6%

財政収支
（対ＧＤＰ比）

国、地方とも黒字である。［1999年］
　

  国       ＋1.1％
  地方    ＋0.2％

連邦と州は赤字だが、市町村は黒字である。
[1998年]
　

　連邦　　　　　▲1.5％
　州　　　　　 　▲0.7％
　市町村　　 　＋0.1％

国は赤字だが、地方は若干の黒字である。
［1999年］

　国　　　▲2.4％
　地方　 ＋0.2％

連邦、州・地方政府とも赤字である。[1997年]
　
　
　連邦　　　　　　▲0.6％
　州・地方政府 ▲0.3％

(社会保障基金を除いた数値）

国、地方とも赤字である。
［1999年度］

　国　　　▲6.3％
　地方　 ▲2.1％

（注）国は一般会計ベース
　　　地方は普通会計ベース
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イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

地方の歳入・歳出構成 ［地方全体：イングランド］
［1998年度］

歳入構成
 ・一般交付金(注1）：38%
 ・特定補助金：23%
 ・地方税：12%
 ・利用料・手数料：8%
 ・家賃収入：4%
 ・起債収入：3%
 ・資産売却収入：3%
 ・利息収入：１%
 ・その他：6%
 
歳出構成
 ・運営費：42%
 ・人件費：39%
 ・資本支出：8%
 ・公債費（注2）：7%
 ・その他：4%

（注１）事業用レイト、歳入援助交付金、ＳＳＡ減額補助金
の合計
（注２）公債費は経常支出

州と市町村の歳入・歳出規模は概ね５：３［1998年］

［州］
歳入構成
･税収：58%　　　　　　･一般交付金：5%
・特定補助金：7%　　･起債収入：18%
･その他：12%

（注）一般交付金は連邦補充交付金、特定補助金は共同
事業、投資のための財政援助、金銭給付を伴う連邦法に
よるものの合計とした。

歳出構成
･人件費：33%　　　  ･物件費：8%
・利払費：7%　　　   ・交付金･補助金等：37%
・建設投資等：3%　 ・元本償還費：13%

[市町村]
歳入構成
・税収：32%　　　 　 　　・一般交付金：18%
・特定補助金：13%　 　・起債収入：6%
・その他：32%

歳出構成
・人件費：26%         ・物件費：18%
・利払費：4%           ・交付金･補助金等：31%
・建設投資等：16%   ・元本償還費：6%

（注）利払費は経常支出、元本償還費は資本支出

州、県、市町村の歳入・歳出規模は概ね1：3：6［1997年］

［地方全体（州、県、市町村の合計）］

歳入構成
・地方税：52%
・DGF＋DGD：16％ （注）
・交付金・補助金（資本勘定）：7％
・地方債：10％
・その他：15％

歳出構成
・経常歳出　65%
　　　人件費：22%　　　　 利払費：5%
　　　財政移転：18% 　　 その他：21%
・資本歳出　35%
　　　元本償還費：10%
　　　資本整備：17%　　　その他：7%

（注）
DGF：経常総合交付金
DGD：地方分権総合交付金
この2つで国からの交付金・補助金のうち68%[1997年]を
占める。

［州］
人件費の比率が低い。
経常歳出の半分は高校、職業訓練
資本歳出の比率が高い。資本歳出の半分は高校、交通・
通信
［県］
経常歳出の6割は福祉給付
資本歳出の半分は市町村補助、道路、中学校
［市町村］
人件費の比率が3割程度と高いシェア

州と地方政府の歳入・歳出規模は、州が若干多いものの
ほぼ１：１［1997年］
［州＋地方政府］
歳入構成
・税収：45%              ・政府間歳入：15%　　・手数料等：20%
・公益事業収入：5%　　・保険信託収入：15%
歳出構成
・政府間歳出：0.3%     ・一般歳出：85%
・公益事業支出：7%    ・保険信託支出：8%
（参考）直接支出の内訳
　経常支出：73%、資本支出12%、援助金など2%、公債利息
5%、保険給付等8%
［州］
歳入構成
・税収：43%              ・政府間歳入：22%　　・手数料等：14%
・公益事業収入：1%　　・保険信託収入：21%
歳出構成
・政府間歳出：30%      ・一般歳出：59%
・公益事業支出：1%     ・保険信託支出：11%
（参考）直接支出の内訳
　経常支出：68%、資本支出10%、援助金など4%、公債利息
4%、保険給付等15%
［地方政府］
歳入構成
・税収：34%      ・政府間歳入：34%　　・手数料収入：21%
・公益事業収入：8%　　・保険信託収入：4%。
歳出構成
・一般歳出：87%       ・公益事業支出：11%
・政府間歳出：1%　　・保健信託支出：2%
（参考）直接支出の内訳
　経常支出：78%、資本支出14%、援助金など1%、公債利息
5%、保険給付等2%

（注）歳入に起債収入、歳出に元本償還費は含まれない。

都道府県と市町村の歳入・歳出規模は
概ね１：１［1999年度］

［地方全体］
歳入構成
　　・地方税：34％
　　・地方交付税：20％
　　・地方特例交付金：1％
　　・地方譲与税：1％
　　・国庫支出金：16％
　　・地方債：13％
　　・その他：15％
歳出構成
　　・人件費：27％
　　・扶助費：７％
　　・普通建設事業費：26％
　　・公債費：12％
　　・その他：28％

［都道府県、市町村の歳出のおおまかな特
徴］
①人件費は都道府県の方が高い(都道府
県：29％、市町村：21％）
②扶助費は市町村で高い（都道府県：３％、
市町村：10％）。
③農水費、商工費の割合が都道府県で高
い（都道府県：16％）。
④土木費は都道府県、市町村とも同程度の
割合（都道府県：21％、市町村：19％）。
⑤教育費は教職員人件費を負担する都道
府県が高い（都道府県：23％、市町村：
11％）。
⑥警察は都道府県で6%、消防は市町村で
3％である。

（参考）
地方の所掌事務の特徴

①幼稚園、小学校、中学校は地方自治体が所
掌。高校、大学は、私立となっている。

②警察は、広域組織体を設立し地方自治体が
共同で運営している。

③社会福祉については、児童福祉、高齢者介
護を地方自治体が所掌している。医療や福祉
給付は国の所掌である（福祉給付の一部について
は、地方自治体が給付事務を代行）。

④この他、消防、ごみ処理、公共輸送について
も、地域によっては、広域組織体により運営さ
れている。

①教育は州の所掌事務とされ、教員は州公務
員となっている。ただし、初等・中等学校建設
は市町村が行う。また、高等学校建設は連邦
と州との共同事業。

②警察は州の所掌事務とされ、警察官は州の
公務員。

③社会扶助は州または市町村（郡）により行な
われている。

④州道、郡道、市町村道は、それぞれが道路
の計画、建設、維持･管理を行なう。

①学校の建設・維持・運営は、高校は州、中学
校は県、小学校・幼稚園は市町村の所掌と
なっている。ただし、教職員は国家公務員であ
る。
（参考）大学は国の所掌となっている。ただし、地方も国
との契約という形を通じて負担している。

②警察は基本的に国の所掌である。ただし、
交通整理等については市町村の所掌となって
いる。

③職業訓練は州の所掌事務である。（ただし、全
国レベルのものについては国の所掌）

④福祉給付は県の所掌事務である（最低給付水
準等が法定）。

⑤県道は県、市町村道は市町村の所掌となっ
ている。（州は道路を所掌していない。）

①教職員は、初等・中等教育はほとんど地方政
府職員であり、高等教育のほとんどは州政府職
員となっている。

②警察は州政府と地方政府ともに存在する。地
方政府には州補助金が拠出される。

③福祉は連邦補助金の拠出をうけ州政府が所
掌する場合が多い。

④道路は、州政府、地方政府が所掌するが、連
邦補助道路には連邦補助金が拠出される。
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３．地方税制度
イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

地方歳入に占める地方
税の割合

地方の歳入構成［1998年度］

 ・一般交付金：38%
 ・特定補助金：23%
 ・地方税：12%
 ・利用料・手数料：8%
 ・家賃収入：4%
 ・地方債：3%
 ・資産売却収入：3%
 ・利息収入：1%
 ・その他：6%

歳入構成[1998年]

［州］
･税収：58%　　　　　･一般交付金：5%
・特定補助金：7%　　･起債収入：18%
･その他：12%

（注）一般交付金は連邦補充交付金、特定補助金は共同
事業、投資のための財政援助、金銭給付を伴う連邦法に
よるものの合計とした。

[市町村]
・税収：32%　　 　 　　・一般交付金：18%
・特定補助金：13%　 　・起債収入：6%
・その他：32%

地方の歳入構成［1997年］

・地方税：52%
・DGF・DGD：16％
・交付金・補助金（資本勘定）：7％
・地方債：10％
・その他：15％

（注1）地方税には、国による負担軽減措置、減免税補填
措置の額を含む。

（注2）DGF：経常総合交付金
　　　　DGD：地方分権総合交付金

地方の歳入構成[1997年]
［州＋地方］
・税収：45%　　　　・政府間歳入：15%
・手数料等：20%　　　・公益事業収入：5%
・保険信託収入：15%

［州］
・税収：43%　　　　 ・政府間歳入：22%
・手数料等：14%　　 ・公益事業収入：1%
・保険信託収入：21%

［地方政府］
・税収：34%            ・政府間歳入：34%
・手数料収入：21%      ・公益事業収入：8%
・保険信託収入：4%

地方の歳入構成［1999年度］

・地方税：34％
・地方交付税：20％
・地方特例交付金：1％
・地方譲与税：１％
・国庫支出金：16％
・地方債：13％
・その他：15％

税目の構成 単税制度が採られ、住居の資産価格を課税
ベースとするｶｳﾝｼﾙ税のみとなっている。

（参考１）ｶｳﾝｼﾙ税は資産を評価額に応じて８つの価格
帯にわけ、価格帯ごとに課税額を決定する方式が採用さ
れている。

（参考２）企業に対する資産課税である事業用レイトはか
つて地方税であったが、1990年に国税化。

州税収内訳［1998年］
・共有税：82%
・自動車税：5%
・不動産取得税：3%
・相続税：2%
・その他：8%

市町村税収内訳[1998年]
・共有税：45%
・営業税：38%
・不動産税：15%
・地域的個別税：1%

（参考1）共有税の配分割合[2000年]
　　　　　　　　　　　連邦 ： 州 ： 市町村 （％）
　　所得税　　　　　42.5 ： 42.5 ： 15.0
　　法人税　　　　　50.0 ： 50.0
　　付加価値税　　52.0 ： 45.9 ： 2.1

（参考2）市町村税である営業資本税については、収益に
関わらず課税されることから経済界からの反発が強かっ
たこともあり、1998年に廃止。代替として市町村に対し付
加価値税の一部配分が行なわれることになった。

（参考３）市町村税としての営業税と不動産税は、19世紀
末に応益原則を理由に市町村に移譲されたことが原点
である。

地方税収内訳[1998年]
・主要４税：74%
　　　住居税：16%
　　　既建築地不動産税：19%
　　　未建築地不動産税：1%
　　　職業税：37%
・不動産公示税・登記税：6%
・公共交通税：5%
・家庭ごみ処理税：4%
・自動車税：3%
・自動車登録税：2%
・その他：11%
　
税収の4分の3は資産の賃貸価格等を課税
ベースとする主要４税である。

（注1）職業税の課税ベースには給与部分が含まれるが、
当該部分は2003年以降完全廃止
（注2）地方税収には、国による負担軽減措置の額を含む
が、減免税補填措置の額は含まない。

その他に、
州税として自動車登録税（州税の21%）、
県税として不動産公示税・登記税
（県税の19%）、自動車税（県税の11%）、
市町村税として公共交通税、家庭ごみ処理税
等が存在する。

州税収内訳
・個人所得税：33%
・小売売上税：33%
・個別間接税：16%
・法人所得税：7%
・自動車税等：3%
・財産税：2%
・その他：7%。

地方政府税収内訳
・財産税：73%
・小売売上税：11%
・個人所得税：5%
・個別間接税：5%
・法人所得税：1%
・その他：5%

[1999年度]
県税収内訳
　・道府県民税：25％
　・事業税：27％
　・地方消費税：17％
　・自動車税：12％
　・軽油引取税：9％
　・その他：10％

市町村税収内訳
　・市町村民税：41％
　・固定資産税：46％
　・都市計画税：7％
　・その他：6％
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（参考）
国税税目との関係

国税と課税ベースを共有するものはない。

（参考１）国税の70%は所得税、付加価値税、法人税で構
成されている。

（参考２）資産を課税ベースとする単税制度は17世紀来
の伝統である。

（参考３）例えば、過去に地方所得税の導入が議論され
たが、国税と課税ベースを共有する以上、地方自治体の
税率決定権を制限する必要性などが指摘されたため、導
入が見送られている。

共有税方式により連邦と州は税目を共有して
おり、その意味において課税ベースは重複す
る。

（参考１）連邦税収の78%は共有税からの配分である
(1998年）。

（参考２）第二次大戦後、連邦主義の下、連邦には関税、
付加価値税等の間接税、州には所得税、法人税等の直
接税が付与された。1955/56年に共有税制度が創設され
た。1969年には共有税に付加価値税が加えられたが、
かかる共有税制度を、税収の安定化、州と連邦の税収
の伸びの均等化という観点から正当化している。

地方は資産の賃貸価格等を課税ベースとする
主要４税が74%を占めており、基本的に国税と
課税ベースは重複していない。

（参考1）国税のうち78%は付加価値税、所得税、法人税
で構成されている。

（参考2）現行主要４税は、フランス革命後重農主義思想
に基づき国税として創設されたものが、経済の発展に伴
い国税に所得税等が導入されるなか地方税化してきた
経緯がある。

（参考3）地方税の要件として、局地限定可能性、税収の
安定性が重視されている。

（参考4）国税である付加価値税、所得税等の地方税化
については、税率の自由度を付与することを前提とした
上で、局地限定性の欠如、不均衡の拡大等を理由に否
定的である。

連邦税と州税、地方政府税は課税ベースが重
複するものがある（州税の個人所得税、法人所得税が
主）。

（参考１）連邦税の91%は個人所得税、法人所得税で構成
されている。

（参考２）州は憲法制定以前から独自に課税を行ってい
た。

（参考３）地方政府が財産税を中心としているのは、地域
の実情に応じて柔軟に税率を設定することができるためと
される。

（参考４）連邦に付加価値税を導入すべきとの議論もかつ
てあったが、売上税を税収源とする州の強い反対で立ち
消えになった。

市町村税の46%を固定資産税が占
めているが、国税と地方税は課税
ベースが重複するものが多い。
[1999年度]

税率の状況 かなりの税率格差が生じている。［2000年度］

　最大値　1，172ポンド
　最小値　　  375ﾎﾟﾝﾄﾞ

（注）上記はｶｳﾝｼﾙ税の基準価格帯（Ｄ価格帯：評価額
6.8万£～8.8万£の資産が該当）で比較した税率であ
る。

（参考）保守党が多数である自治体において税率が低く
設定されている。

税率の自由度がある営業税、不動産税につ
き、かなりの税率（賦課率）格差が生じている。
［1998年］

営業税　　 　最大値　470%
　　　　　　  　最小値　293%

不動産税　　最大値　322%
（農林業用） 最小値　150%

不動産税　　最大値  600%
（一般用）　　最小値　302%

（注）上記数値は、州別平均値を比較したものである。
（注）営業税の課税ベースは原則として営業利益の５％、
不動産税の課税ベースは不動産評価額の0.35％（一般
建物付き不動産の場合）となっている。

かなりの税率格差が生じている。［1999年］

・住居税
　　　　 　最大値　31.1%
　　　　　 最小値　17.7%
・既建築地不動産税
　　　　　 最大値　40.7%
　　　　　 最小値　17.9%
・未建築地不動産税
　　　　　 最大値　93.5%
　　　　　 最小値　20.1%
・職業税
　　　　　 最大値　31.3%
　　　　　 最小値　18.5%

（注）上記数値は、全地方公共団体の平均税率を州レベ
ルで比較したものである。

例えば、小売売上税については、州＋地方政府
の合計ベースで見た場合、最大税率で州により
4－11％となっている。［1998年］

「個人所得1000ドルあたりの税収額」
・全米平均　　112.99ドル
・最大　　　　　158.85ドル（アラスカ州）
・最小　　　　　　89.13ドル（ニューハンプシャー
州）

超過課税額は4,586億円であり、地
方税収額の1％程度に過ぎない。超
過課税の大部分は法人課税による
ものである。

（参考）超過課税の状況［1999年度］

　　道府県税　  　 　1,628億円
　　　　法人税割　 　　819億円
　　　　事業税　　　　　808億円

　　市町村税　     　 2,668億円
　　　　個人均等割　 　　 0億円
　　　　法人均等割  　 140億円
　　　　法人税割　 　 2,099億円
　　　　固定資産税　 　424億円
        その他　　　 　 　　5億円

税率に関する規制 標準支出を超える支出は、全てカウンシル税
の超過課税で財源手当しなければならない。
なお、歳入に占める地方税比率が低いことか
ら、歳出のわずかな増減の影響が税率に拡大
されて及ぼされる。（ギア効果）

国に税率制限権あり。

（参考）価格帯間の税率の比率は法定されており地方自
治体はこれを変更できない。

州税については、連邦法において税率が規定
されており自由度はない。
（注）州税に関する連邦法については、各州代表からな
る連邦参議院の同意が必要であることに留意する必要
がある。

市町村税については、市町村が税率を設定す
ることができる。

主要４税について、基本的には各税目に全国
平均税率との関係で上限が設定されている。

企業課税である職業税については、他税目（住
居税等）との不均等な税率変更に制限が設けら
れており、職業税の税率は住民課税である住
居税の税率の上昇率を超えて引上げられない
等の制限がある。

連邦による規制はない。

州レベルでｶｳﾝﾃｨ以下の地方政府の税目につ
いて税率制限等を行っている（12州で財産税率の制
限を行っている。地方政府の小売売上税率は一定の範囲
内に制限されている）。

法律により、標準税率、制限税率、
一定税率が規定されている。

（参考）道府県民税及び市町村民税のうち
個人住民税については制限税率はない。
法人税割、事業税、固定資産税等について
は制限税率がある。
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税目の規制 地方税は法律で規定され、地方に独自税目創
設の可能性はない。

市町村税である地域的個別税については、州
に立法権が与えられている。ただし、連邦法で
すでに定められた税と同種でないことが要件。
なお、通常は、こうした税について州法により
市町村に条例制定権が認められている。

（参考）地域的個別税としては、犬の所有に対して課され
る犬税や飲料の消費に対して課される飲料税などがあ
る（市町村税収に占める地域的個別税の割合は1％
［1998年]）。

憲法34条において、全ての性質の租税の基
礎、料率、及び徴収の態様は国会によって表
決される法律で定められることとされており、地
方に独自税目創設の可能性はない。

連邦による規制はない。
ただし、輸出入税は連邦税とされており州・地方
政府は課税できない。

法定外普通税、法定外目的税が法
律に規定されており、一定の要件の
下で地方が独自税目を創設しうる
（注）。

（注）総務大臣との協議、同意を要する。

地方税の徴税機関 地方自治体が徴収している。

（参考１）二層制の地域では下位の自治体が上位の自治
体分も徴収する。

（参考２）国税化された事業用レイトについても地方自治
体が徴収している。

（参考３）国税については、直接税が内国歳入庁、間接
税が関税・消費税庁により徴収されている。

行政権の多くは州に配分されており、州税は
原則として州が、市町村税は州または市町村
が徴収している（注）。

（注）基本法上、州は州税と市町村税の徴税を行うことと
なっているが、市町村のみに帰属する税は、市町村にそ
の管理を委託できることとなっている。

（参考1）共有税については、州が連邦からの委任により
徴収を行なっている。

（参考2）関税や個別間接税は税関（連邦の機関）が徴
収。

租税一般法典に記載されている税目（主要４
税を含む）については国が徴収を行っている。

（参考１）国税は、国が徴収を行っている。

（参考２）国は事前に課税ベース額を地方に通知し、地
方はそれを基に税率を決定する。通知した課税ベースに
対応する税額は国が地方に保証することとされている。
また国は、徴収コストとして税額の一定割合相当を地方
税に上乗せする形で徴収している。

（参考３）主要な税目（主要４税、自動車登録税、不動産
公示税・登記税、自動車税、家庭ごみ処理税等）は租税
一般法典に規定されており、国が徴収を行う。一方、税
収額は微小だが、地方自治一般法典に規定されている
税目（滞在税等）もあり、これについては地方自治体が
賦課決定を行っている。ただし、徴収（収納行為）は国が
行なっている。

課税する団体が徴収するのが基本である。
ただし、小売売上税については、州と地方政府
の双方により課税されており、州が徴収を行
なっている。

（参考）連邦税は内国歳入庁（ＩＲＳ）が徴収する。

地方自治体が徴収している。

（参考）ただし、地方消費税については、譲
渡割は当分の間国が消費税と併せて徴収
することとされ、貨物割は国（税関）に徴収
が委ねられている。

その他地方税制度の特
徴等

資産の再評価はカウンシル税創設以降一度も
行なわれていない（現在も1991年4月の評価が適用
されている。）。

（参考）事業用レイトの再評価は５年毎に実施されてい
る。

1974年以降課税ベースの見直しが行なわれて
いなかった財産税については、不動産と他の
資産の評価格差が問題とされ、統一価格（不動
産の評価基礎）が違憲と判決された。これに伴
い、財産税が1997年より執行停止となってい
る。

①資産課税の課税ベースの見直し（評価替）は
長らく行なわれていない。

（参考）1990年に行なわれたが、小規模市町村への交付
金の減少をもたらす結果となったこともあり、適用を見
送った。

②地方自治体の歳入・歳出の管理（出納）は国
の役人が行なう。地方自治体の歳入は国に無
利子で預託される。

③地方税の減税、廃止に際し、国から地方へ
の補填措置がとられる。補填措置は、地方の
税率決定の自由度を実質的に奪うものであ
り、自由な地方自治の原則に反するとして訴訟
提起されたが、憲法評議会は合憲判決を下し
ている。

④州、県、市町村各層が主要４税を課税してお
り、地方団体間では税目が重複している。

（参考）地方団体間での税目の重複については、住民か
らみてどの団体が課税しているのか分かりにくく地方の
無責任をもたらすとの批判があり、税目を棲み分ける提
案もさなれている。

①いくつかの州では、財産税の不動産評価額
の上昇率につき制限を設定している。

②住民投票、住民提案という手法を通じて税制
に住民が直接関与している。

③州が自由に税目等を設定できることから、連
邦－州間、州－州間で、特に州際通商を巡り課
税権の衝突が生じうるが、州間の多州租税協定
により調整が行われている。
（参考）複数州において通商行為を行う法人企
業に対する二重課税を避けるため、「州内源泉
所得」の概念が導入されている。
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一般交付金と特定補助
金の割合

国からの交付金・補助金の内訳［1998年度］
 
 ・一般交付金：62%
     うち 歳入援助交付金（RSG）：38%
           事業用レイト(NDR) ： 24%
 ・特定補助金 ：38%
      うち 経常特定補助金：34%
            資本特定補助金：3%

（注）資本会計については、一般交付金はなく、全て特定
補助金である。資本支出の財源としては、他に起債、資
産売却収入、経常会計からの繰入れなどがある。

連邦から州への交付金・補助金の内訳[1998
年]

･一般交付金：39%
･特定補助金：61%
（注）一般補助金は連邦補充交付金、特定補助金は共同
事業、投資のための財政援助、金銭給付を伴う連邦法に
よるものの合計。

（参考）一般交付金である連邦補充交付金は、1955年基
本法改正において導入された、連邦が財政力の弱い州
に対して交付金を与えることができるとの規定に基づく。
その後、しばらくは適用されず、1965／66年の不況時に
財政難に陥った州がこの規定を持ち出して以来適用され
ている。

国からの交付金・補助金の内訳［200１年］

・一般交付金：93%
・特定補助金：　7%

（注）一般交付金の中には、学校施設整備に限定される
交付金等が含まれ、これらの割合は8%となっている。

（参考）一般交付金のうち63%を占める経常総合交付金
は、国税である付加価値税の課税ベースの拡大に伴う
地方間接税の廃止とその代替財源の創設を発生経緯と
している。

現在は、一般交付金制度は存在しない。（特定
補助金がほぼ100%）

（参考）かつて一般歳入分与（ＧＲＳ）と呼ばれる一般交付
金が存在したが、連邦財政赤字削減のため、1986年に
レーガン政権が廃止した。

国からの交付金・補助金の内訳
［1999年度］

・地方交付税：54％
・地方特例交付金：2％
・地方譲与税：2％
・国庫支出金：43％

地方自治体の予算に占
める一般交付金・特定補
助金の割合

地方の歳入構成［1998年度］

  ・一般交付金：38%
  ・特定補助金：23%
  ・地方税：12%
  ・利用料・手数料：8%
  ・家賃収入：4%
  ・地方債：3%
  ・資産売却収入：3%
  ・利息収入：1%
  ・その他：6%

歳入構成[1998年]

［州］
･税収：58%　　　　　　･一般交付金：5%
・特定補助金：7%　･起債収入：18%
･その他：12%

（注）一般交付金は連邦補充交付金、特定補助金は共同
事業、投資のための財政援助、金銭給付を伴う連邦法に
よるものの合計
とした。

[市町村]
・税収：32%　　　 　 　　・一般交付金：18%
・特定補助金：13%　 　・起債収入：6%
・その他：32%

地方自治体予算（州、県、市町村）額の24%に相当
する。
・一般交付金：22%
・特定補助金：2%

（注）2001年国家予算における交付金・補助金額を2000
年地方自治体予算額（州、県、市町村）で割った値であ
る。

（参考）地方の歳入構成[1997年］
・地方税：52%
・DGF＋DGD：16％
・交付金・補助金（資本勘定）：7％
・地方債：10％
・その他：15％
（注）
DGF：経常総合交付金
DGD：地方分権総合交付金

地方の歳入構成[1997年]

［州＋地方］
・税収：45%　　　　・政府間歳入：15%
・手数料等：20%　　　・公益事業収入：5%
・保険信託収入：15%

［州］
・税収：43%　　　　 ・政府間歳入：22%
・手数料等：14%　　 ・公益事業収入：1%
・保険信託収入：21%

［地方政府］
・税収：34%     　　　 ・政府間歳入：34%
・手数料収入：21%      ・公益事業収入：8%
・保険信託収入：4%

地方の歳入構成［1999年度］

・地方税：34%
・地方交付税：20%
・地方特例交付金：1%
・地方譲与税：1%
・国庫支出金：16%
・地方債：13%
・その他：15%

国の予算に占める一般
交付金・特定補助金の
割合

国家歳出の20%を占める。
［1999年度］

国家歳出の１0%を占める。［1998年］ 国家歳出の12％を占める。[2001年］ 連邦歳出の16%である。
［1999年］

国の歳出の37%である。
［1999年度］

（注）国の一般会計予算（補正後）に占める
地方交付税（一般会計ベース）、地方特例
交付金および地方公共団体向け補助金の
合計の比率
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一般交付金制度の概要 一般交付金の内訳［1998年度］

・歳入援助交付金（RSG）：61%
・事業用レイト(NDR) ： 39%

連邦補充交付金の内訳[1998年]

・不足額補充交付金：23%
・旧東独地域特別需要補充交付金：54%
・移行期補充交付金：4%
・財政再建特別補充交付金：13%
・行政運営特別需要補充交付金：6%

一般交付金の内訳［2001年］

・経常総合交付金：63%
・付加価値税補償基金：13%
・地方分権総合交付金：8%
・職業訓練地方分権総合交付金：5%
・公共事業総合交付金：3%
・その他：8%

様々な一般交付金が存在する。

（注）一般交付金の中には、職業訓練地方分権総合交付
金の他、学校施設整備に限定される交付金等が含まれ
ており、これらの割合は一般交付金の約9%を占める。

［一般交付金制度は存在しない。］ 一般交付金の内訳[1999年度］

・地方交付税：94％
・地方特例交付金：3％
・地方譲与税：3％

水平的財政調整制度
の概要

①付加価値税の州への配分総額の一部を州
間で配分
②調整交付金による州間での調整

（注）内容については次ページ以降参照

国からの交付金制度の他に、水平的財政調整
制度として職業税県平衡基金等が存在する。

職業税県平衡基金：
県単位で行われる市町村間の財政調整であ
り、大規模な企業施設（港湾施設等）が存在す
る県内の市町村から当該企業施設に対する職
業税税額の一部が拠出され、財政力の低い県
内の市町村に配分する。

（参考）職業税県平衡基金の規模は約33億フラン（1998
年）であり、市町村の税収規模の1.2％、職業税収の
3.2％である。

一般交付金の総額決定
方法

公共支出計画上で、地方自治体の標準的な支
出と収入を想定し、その差額を補填するよう決
定される。

標準支出は、標準支出総額（TSS)として示され、ここから
特定補助金を控除した額が標準支出査定額（SSA)とな
る。

標準支出査定額から標準カウンシル税収を控除した額
が、一般交付金の総額となる。

一般交付金のうち、事業用レイトは、税率の上昇率が小
売物価上昇率とリンクしており、歳入援助交付金は、一
般交付金総額から事業用レイトを控除した額として決定
される。

（注）資本支出は標準支出総額（TSS）の対象となってお
らず、別途、資本特定補助金、起債、資産売却収入等で
ファイナンスされる。

［以下は付加価値税（共有税）の配分等を含めた記述で
ある。］

［財政調整関係］
①付加価値税の州への配分総額の一部を州
間で配分
②調整交付金による州間調整
③連邦補充交付金（不足額補充交付金）：前記
①、②による財政調整の後、更に財政調整を
行なうものであり、前記①、②による財政調整
の程度により総額が規定される。

（参考）付加価値税の連邦と州等への配分割合は法律で
規定される。なお、連邦と州の配分割合は両者の収支関
係が著しく変動したとき見直すこととされている。

［その他の交付金］
　連邦補充交付金（旧東独地域特別需要補充交付
金等）：総額が法定されている。

交付金により総額決定方法は異なるが、マク
ロ経済指標に連動して決定されるものが多い。

諸交付金をまとめた額の伸びが更にマクロ経
済指標に連動している。（「成長と連帯に関する契
約」：1999年～2001年までの伸び率を規定）

［主な交付金の総額決定方法］

・経常総合交付金の伸び率：
　　　［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％］

・公共事業総合交付金の伸び率：
　　　公的固定資本形成の伸び率

・地方分権総合交付金の伸び率：
　　　経常総合交付金の伸び率に連動

・付加価値税補償基金：
　　　自己分公共投資額（２年前）に付加価値税率
　　　見合いの補助率を乗じて決定される。

［一般交付金制度は存在しない。］

（参考）かつて存在した一般歳入分与（ＧＲＳ）は総額が法
律で規定されていた。

地方財政計画において、給与関係
経費、一般行政経費、投資的経費
といった項目ごとにマクロ的に積算
して地方歳出水準を決定。標準税
率ベースでの地方税収等で不足す
る部分が地方交付税等となる。

（参考）普通会計ベースの補助事業額は全
額地方歳出にカウントされる。
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一般交付金の配分方法 ①事業用レイトは、地方自治体の人口比で分
配される。

②歳入援助交付金については、各地方自治体
の標準支出査定額（SSA）を関数式を用いて計
算し、ここから標準ｶｳﾝｼﾙ税及び事業用レイト
を控除した額が交付額となる。

（注1）各地方自治体のSSAは、その合計が、公共支出計
画上の総額としてのSSAに一致するよう、調整係数が乗
じられる。

（注2）対企業課税である事業用レイトは税源が偏在する
が、各自治体には人口比例で配分される。この点で財源
調整機能を有している。

［以下は付加価値税（共有税）の配分等を含めた記述で
ある。］

［財政調整関係］
①付加価値税の配分：州への配分総額の25％
を限度とし住民一人当り財政力（注）が連邦平
均の92％となるまで配分される。
（注）共有税（付加価値税を除く）、州税等の住民一人当
りの額である。
（参考）州への配分総額の残余は住民数按分で各州に
配分される。

②調整交付金による州間調整：住民一人当り
財政力（注１）が高い州からの交付により、一人
当り財政力の低い州に対し、連邦平均の95％
（注２）となるまで配分される。
（注１）共有税（付加価値税配分を含む）、州税等、市町
村税（半額）の合計から港湾費用（法律で規定）を控除し
た額の住民一人当りの額である。
（注２）住民一人当り財政力を人口補正したもの（調整額
測定値）で計測される。

交付金により配分方法は異なるが、以下の指
標がよく用いられる。

①一人当り財政力：
全国平均税率ベースでの主要４税の一人当り
税収額
→大きいほど交付額の減少要因となる。

②財政努力：
対家計課税（住居税等）をどの程度行なってい
るかを示す指標
→大きいほど交付額の増加要因となる。

③歳出関係計数：
道路延長、学童数、社会的住宅比率等
→大きいほど交付額の増加要因となる。

［一般交付金制度は存在しない。］

（参考）かつて存在した一般歳入分与（ＧＲＳ）は配分公式
を用いて交付された。

各地方自治体の基準財政需要額と
基準財政収入額の差として交付金
金額が決定される。

（参考１）基準財政需要額は、標準的な地
方自治体を想定した上で多数の需要項目
につき積算する。
　単位費用×測定単位×補正計数により求
められる。

（参考２）基準財政収入額は、標準税収一
定割合のみを算入。

③連邦補充交付金（不足額補充交付金）：住民
一人当り財政力が連邦平均の99．5％となるま
で交付される。
（参考）連邦憲法裁判所は不足額補充交付金
で財政力を連邦平均の100％まで引上げては
ならないと判示している。

［その他の交付金］
連邦補充交付金（旧東独地域特別需要補充交
付金等）：各州への配分額は法定されている。

一般交付金の配分状況
（次ページのグラフを参照）

・首都圏、大都市圏、地方圏別に比較すると、
  法人に対する地方税がないことから、税収
  格差は比較的小さい。
・これに事業用レイトを加えることで、格差は
  さらに小さいものとなる。
・一方、歳入援助交付金は、都市部（首都圏、
  大都市圏）に重点交付されており、結果、大
  都市圏と地方圏の歳入は逆転し、全体とし
  ての格差も拡大する。
・ 都市部への重点交付の理由としては、
      ①首都圏では賃金水準が高く人件費が
         かかる
      ②大都市圏では経済低迷による低所得
         者等への各種補助などの特殊需要が
         大きい
   ことなどが考えられる。

①旧西独地域州内で、一人当り税収の多い4
州と少ない4州を比較すると、財政調整前（付
加価値税配分前）の一人当り州税収の格差は
大きなものではない。財政力基準で配分される
付加価値税が加わってもほとんど状況は変わ
らないが、調整交付金等を通じて、一人当り歳
入水準は均等化されている。

（参考）旧西独地域州と旧東独地域州を比較すると、不
足額補充交付金以外の連邦補充交付金を通して、旧東
独地域州の一人当り歳入水準は旧西独地域州のそれを
大きく上回るようになる。これは旧東独地域特別需要補
充交付金などがあるためである。

一人当り地方税収の少ない10県と多い10県を
比較すると、主要交付金の交付により、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。

一人当り税収の少ない５州と多い５州を比較す
ると、特定補助金の交付後も一人当り州税・地
方税収入格差はほとんど変わらない。

（注）州と地方政府の合計ベースで比較した。

一人当り地方税収の少ない５県と多
い５県を比較すると、地方交付税の
交付により、一人当り地方税収の少
ない５県の一人当り歳入が、多い５
県の一人当り歳入を上回る逆転現
象が生じている。
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【イギリス】 【ドイツ】

★グラフエリア ★グラフエリア

（注１）イングランド全体での人口一人当たり歳入を１とした場合の指数。 （注1）連邦全体での人口一人当たり歳入を１とした場合の指数（都市州は除く）。
（注２）首都圏＝ロンドン近郊の自治体の合計、大都市圏＝リバプールやマンチェスターなどの主要都市 （注２）VAT：付加価値税、　不足額BEZ：不足額補充交付金（連邦補充交付金）、
        を中心とした６つの地域の自治体の合計、地方圏＝それ以外の地域の自治体の合計。 　　　 　その他BEZ：不足額補充交付金以外の連邦補充交付金
（出典）SSA Authority by Authority,1999/2000, DETR のデータより作成

【フランス】 【ドイツ（参考）】

★グラフエリア ★グラフエリア

（注１）パリを除くフランス本土全県（95県）での人口一人当たり歳入を１とした場合の指数。 （注1）旧西独地域8州全体での人口一人当たり歳入を1とした場合の指数（都市州は除く）。
（注２）DGF：経常総合交付金　 DGD：地方分権総合交付金　 （注２）VAT：付加価値税、　不足額BEZ：不足額補充交付金（連邦補充交付金）、
　　　　FCTVA：付加価値税補償基金　 DGE：公共事業総合交付金 　　　 　その他BEZ：不足額補充交付金以外の連邦補充交付金
（出典）Les finances des departement 1997, DGCLより作成 （出典）Bund-Lander Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungsordnung, 

　　　 　BMF等より作成
　　　　

１人当り地方税収上位県と下位県の比較（1997年）
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 旧西独地域州における1人当り税収上位州と下位州の比較(1998年）
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【アメリカ】

★グラフエリア

（注１）アメリカ全州での人口一人当たり歳入を１とした場合の指数。
（注２）州と地方政府の合計ベースでの数値である。

（出典）State and local government finances 1996等より作成

【日本】

（注１）全県での人口一人当たり歳入を１とした場合の指数。
（注２）一人当たり地方税収上位５県＝東京、愛知、福井、大阪、静岡
         一人当たり地方税収下位５県＝沖縄、長崎、奈良、鹿児島、宮崎

（出典）自治省「地方財政統計年報」、「住民基本台帳人口要覧」より作成

１人当り地方税収上位州と下位州の比較（1996年）
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イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

（参考１）
一般交付金と公債費の
関係

公債費は、一般交付金の算定基礎となる標準
支出査定額に算入されている。

元本償還費については、起債許可額をベースとし、毎年
４％ずつ償還されていくとの想定で算入し、金利につい
ては前年９月の平均利率を用いている。

（参考）上記のように算出された額は、公共支出計画上
の標準支出査定額総額を上回っており、圧縮するために
調整係数が用いられている。

財政調整制度において公債費はカウントされ
ていない。

一般交付金の総額、配分に当り公債費はカウ
ントされていない。

［一般交付金制度は存在しない。］ 地方交付税の総額決定、配分にあ
たり公債費をカウントしている。
配分にあたっては、基準財政需要
額に算入される程度が事業によっ
て異なる。

（参考２）
一般交付金と特定補助
金の関係

一般交付金と特定補助金の水準はリンクして
おり、特定補助事業費のうち補助の対象となら
なかった部分は、標準支出査定額に算入され
ている。

ただし、特定補助金のうち半分程度は補助率が95%以上
のＡＥＦ外特定補助金が占めている。
また、資本補助金については、一般交付金とは別体系と
なっている。

財政調整制度は基本的に財政力の均等化を
目的としており、特定補助事業額（共同事業等）
はカウントされない。

一般交付金は特定補助とは独立した体系であ
り、特定補助事業額は交付金総額、配分にお
いてカウントされない。

（参考１）公共事業総合交付金は、特定補助事業は配分
の対象外となっている。

（参考２）補助事業額、単独事業額別での統計は存在し
ない。

［一般交付金制度は存在しない。］ 国庫補助事業費は地方財政計画に
おける地方の歳出にカウントされて
いる。
　国庫補助金は同計画における地
方の歳入にカウントされている。

（参考）国庫支出金の39％は投資的経費に
関するものである。[1999年度]

その他一般交付金制度
の特徴等

1998年度から、以降３ヶ年分の交付金総額が
事前に公共支出計画上で示されることとなっ
た。

①基本法により、州は共有税による収入の一
部を市町村に再交付することが定められてい
る。交付率は各州により決定される。

②1969年の財政改革により、市町村は市町村
税である営業税の一部を連邦と州に納付し、
代わりに共有税である所得税の配分を受ける
こととなった。対企業課税である営業税に地域
偏在性がある一方、所得税の配分はほぼ人口
比例で行なわれ、財政調整の役割を果たして
いる。

特定補助金を統合して成立した公共事業総合
交付金は、設立当初は資本支出額見合いで一
律に交付されていた。しかし、小規模市町村は
毎年公共投資額が安定しているわけでないた
め、大きな公共投資を行う年に交付額が少な
く、資金繰りがつかない等の不利益を受けるこ
とがあることから、現在では実質上特定補助金
化している。
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（参考）特定補助制度
イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

一般交付金・特定補助
金に占める特定補助金
の割合

国からの交付金・補助金の内訳［1998年度］

・一般交付金：62%
・特定補助金 ：38%
      うち 経常特定補助金：35%
            資本特定補助金：3%

連邦から州への交付金・補助金の内訳[1998
年]

･一般交付金：39%
･特定補助金：61%

(注1）一般補助金は連邦補充交付金、特定補助金は共
同事業、投資のための財政援助、金銭給付を伴う連邦
法によるものの合計。
(注2）交付金･補助金は連邦と州の間、州と市町村の間
でそれぞれ存在する。

国からの交付金・補助金の内訳［2001年］

・一般交付金：93％
・特定補助金：　7%
　うち各省経常補助　3.8%
　　 　各省資本補助　2.5%
 　　　国庫特別勘定　0.6%

国からの財政支援に占める特定補助金の割
合は微小である。

（注）一般交付金のなかに、学校施設整備に限定される
交付金等が含まれており、これらの割合は交付金・補助
金総額の約8%となっている。

全て特定補助金

また、地方歳出に占める特定補助金の割合は
25%となっている。［2000年］

国からの交付金・補助金の内訳
［1999年度]

・地方交付税：54％
・地方特例交付金：2％
・地方譲与税：2％
・国庫支出金：43％

（参考）地方歳入に占める国庫支出
金の割合は16%である。［1999年度]

特定補助金の概要 特定補助金の内訳［1998年度］

・経常特定補助金：92%
      うち AEF外特定補助金：45%
            AEF内特定補助金：29%
            住宅会計助成金：17%
・資本特定補助金：8%

①ＡＥＦ外特定補助金
　地方自治体が国の代理として行なう事業に対する補助
であり、主なものとして以下がある。
　　　１．住宅給付補助金
　　　２．法定奨学金補助金
　　　３．ｶｳﾝｼﾙ税給付補助金
          ＝低所得者のためのｶｳﾝｼﾙ税還付の財源

②ＡＥＦ内特定補助金
　その59%を警察補助金が占める。

③住宅会計助成金
   一般会計とは別会計の住宅会計の財源不足額を賄う
財源

④資本特定補助金
　 教育施設や都市再生計画に多く交付されている。

憲法に、以下のようなものが規定されている。

特定補助金の内訳[1998年]

・共同事業：25%
・投資のための財政援助：35%
・金銭給付を伴う連邦法による費用負担：41%

①共同事業
州の所掌事務であって連邦全体の発展に必要
であり、かつ生活環境の改善にとって必要なも
の
　1.大学等の拡張・新設
　2.地域経済構造改善　等

②投資のための財政援助
経済全体の均衡の撹乱防止、地域間の経済
力格差の是正、経済成長の促進のいずれかを
要件とする。
　1.東独地域投資奨励法によるもの
　2.市町村の交通事情改善　等
　
③金銭給付を伴う連邦法による費用負担
金銭給付の実施につき連邦法が金銭給付の
実施を定め、州が執行する場合、連邦が金銭
給付費用の一部又は全額を負担
　1.職業訓練助成
　2.住宅手当　等

特定補助金の内訳［2001年］

・各省経常補助：55%
　運輸、農林、文化関係が多い

・各省資本補助：36%
　内務（災害復旧等）、運輸、文化関係が多い

・国庫特別勘定：9%
　水資源基金、スポーツ振興基金等

憲法に、連邦は「一般福祉目的のために、租
税、関税、輸入税、消費税を賦課徴収すること
ができる。」との規定があり、当該規定は連邦政
府の支出権に対する規定も含意していると解さ
れており、これが連邦補助の根拠となっていると
される。

特定補助金の交付分野の内訳［2000年］

・保健（ﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞ等）  44%
・生活保護　　　　　　 22%
・教育・訓練・雇用等 15%
・輸送（高速道路）　　11%
・ｺﾐｭﾆﾃｨ地域開発　　 3%
・その他　　　　　　　　　5%
　　（参考）
　　　　・個人向け　　　 62%
　　　　・資本投資　　　 17%
　　　　・その他　　　　  21%

（参考）1980年と2000年の構成比を見ると保健の割合が
大きく増加している。

国庫支出金は大きく以下の３つに
分類される。

①国庫負担金(67%）：国家的な利害
に関係あるものにつき、国が義務的
に負担するために交付する国庫支
出金

②国庫委託金（2%）：もっぱら国の利
害に関係あるものについて交付す
るもので、全額を国が交付する。

③国庫補助金（31%）：国の行政上の
必要から任意に交付するもの

（注）かっこ内の構成比は平成12年
度地財計画ベース

国庫支出金内訳［1999年度］

・義務教育費：18%
・生活保護費：8%
・児童保護費：4%
・普通建設事業費：37%
・災害復旧事業費：3%
・その他：30%
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イギリス 　ドイツ フランス アメリカ （参考）　　　日本

補助率決定方式 ①ＡＥＦ外特定補助金は、中央政府の代理とし
て支出する財源であるが、一部については、補
助率は100％ではなく、95％となっている。
（参考）残り５％を交付金で手当てすることによって、自
治体の業務効率化のインセンティブとするためであると
説明される。

②ＡＥＦ内特定補助金の一部は、事業費に補
助率を乗じて補助額が決定される。補助の対
象とならなかった部分については、標準支出査
定額に算入されるため、補助率は特定補助金
所管各省と交付金を所管する環境運輸地域省
との協議で決められている。

①共同事業：連邦と州の間で合同計画委員会
が設置され事業計画を決定する。連邦の負担
率は憲法等で規定されている。
（例）大学等の拡張・新設：50%

②投資のための財政援助：補助率は法律で定
められるものと行政合意で定められるものがあ
る。
（例）東独地域投資奨励法によるもの：90%

③金銭給付を伴う連邦法による費用負担：補
助率は連邦法に規定されている。１／４以上を
州に負担させる場合には、法律制定に連邦参
議院の同意が必要である。
（例）職業訓練助成：65%

各省施設補助は、基本的に地方自治体による
申請を受け、計画事業費に補助率を乗じて補
助額を決定する。なお、補助率は全公共団体
ベースで80%が上限とされている。

連邦からの特定補助金は以下のように分類さ
れる。

①ﾌｫｰﾐｭﾗ・ｸﾞﾗﾝﾄ：法律に規定された算式に従っ
て配分される補助金である。補助金額全体の
85％程度を占めるとされている。
（参考1）ﾒﾃﾞｨｹｲﾄﾞの補助率
　①補助率は50％～83％とされており、その率は州により
異なる。
　②補助率は、各州の一人当り所得の連邦平均値との比
較により決定される。

（参考2）ﾌｫｰﾐｭﾗ･ｸﾞﾗﾝﾄには、州、地方政府に使途の自由
度があるﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗﾝﾄと特定目的に使途が限定されるｶﾃｺﾞ
ﾘｶﾙ・ｸﾞﾗﾝﾄがある。

②ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄ：特定の事業につき、政治的
に配分が決定される。
(参考)ハイウェイ補助金の場合、最大補助率は90%。

その他特定補助制度の
特徴等

①連邦が財源手当をすることなく州・地方政府
に事務の実施を強制することがが政治問題化
し、1995年に無財源委任事務改革法が成立して
いる。
②政府間関係について調査・研究を行い関係当
局への助言を行っていた政府間関係諮問委員
会（ＡＣＩＲ）は1996年に廃止された。
③州・地方政府に対して、連邦政府が補助金を
拠出する条件として、事業のサービス内容や支
出水準を規定する場合があり、「維持努力要
求」と呼ばれる。
（参考）補助率が100％ではない場合、その州・
地方政府の負担は「マッチング要求」と呼ばれ
る。
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５．地方債制度
イギリス ドイツ フランス アメリカ （参考）日本

地方債の発行状況 地方自治体歳入の３％程度であるが、資本支
出の財源としてみると、33％を占めている。

資本支出の財源構成［1999年度］

・起債収入：33%
・資本特定補助金：17%
・資産売却収入：22%
・経常会計からの繰入：15%
・その他：12%

歳入構成［1998年]
［州］
･税収：58%　　　　　　･一般交付金：5%
・特定補助金：7%　　･起債収入：18%
･その他：12%

（注）一般交付金は連邦補充交付金、特定補助金は共同
事業、投資のための財政援助、金銭給付を伴う連邦法に
よるものの合計
とした。

[市町村]
・税収：32%　　　 　 　　・一般交付金：18%
・特定補助金：13%　 　・起債収入：6%
・その他：32%

地方自治体歳入の１割程度である。
州、県、市町村とも同じような割合となってい
る。

地方の歳入構成［1997年］

・地方税収：52%
・DGF・DGD：16％
・交付金・補助金（資本勘定）：7％
・起債収入：10％
・その他：15％
（注）
DGF：経常総合交付金
DGD：地方分権総合交付金

（参考）資本支出は、起債のほか、資本関係交付金・補
助金（公共事業総合交付金、付加価値税補償基金）、経
常部門からの繰り入れ等でファイナンスされている。

州・地方政府の歳入に対する新規債発行額の
比率は13% ［1997年］

（注）歳入には地方債発行額は含まれない。また地方債発
行額には州・地方政府の直接発行外を含む。

地方の歳入構成［1999年度］

・地方税：34％
・地方交付税：20％
・地方特例交付金：1％
・地方譲与税：１％
・国庫支出金：16％
・地方債：13％
・その他：15％

地方債の発行対象 資本支出に限定されている。
（注）短期借入を除く。

連邦による州、市町村に対する規制は特にな
い。

多くの州憲法により州債の発行は原則として
投資的経費に限定されている。

州法により市町村債の発行については、資本
勘定内でおいてのみ可能となっている。

資本勘定歳入に充当されることとされており、
資本支出に限定される。
包括的発行となっており、特定の事業とはリン
クしていない。
地方債を元本償還費に充当することはできな
い。

（参考）1980年代の地方分権化前は、事前許可制度がと
られ、特定補助事業と地方債がリンクしていたが、特定
資本補助金を公共事業総合交付金として包括化するな
か、こうしたリンクは廃止された。

連邦による州、市町村に対する規制は特にな
い。

州法により、一般財源債（注）につき、発行額、上
限利率、使途（社会資本整備への限定）などを制限
している州が多い。

（注）特定の使途に用いられる収入引当債については、規
制がより緩やかであり、発行が増加している。

（参考）発行限度額は、財産税の課税ベースに対する比率
として定められることが多い。

原則として公共施設の建設事業費
等に発行が限定されている。（地方
財政法第５条但し書き）

地方債発行に関する国
の関与

国による許可制度が採られており、これには、
個別事業にリンクしていない基本起債許可と、
個別事業に対して発行される追加起債許可と
がある。

起債許可総額は公共支出計画で各省庁別に
決定され、その枠内で各省庁は追加起債許可
を発行する。
残余については、基本起債許可として、一定の
方法で各地方自治体に配分される。

（注）基本起債許可の分配は、教育や住宅などのｻｰﾋﾞｽ・
ﾌﾞﾛｯｸによって方法が異なり、公式に従って機械的に配
分するﾌﾞﾛｯｸと、地方自治体の投資計画を査定して配分
するﾌﾞﾛｯｸとがある。

（注）起債許可の使用は任意であり、地方自治体間での
融通も認められている。

州債、市町村債の発行について連邦の関与は
ない（注）。

（注）経済安定成長促進法には、法律（連邦参議院の同
意が必要）により、州債、市町村債の発行額に制限を加
えられるとの規定がある。1970年代前半に発動された
が、その後は発動事例はない。なお、この規定はマクロ
経済の撹乱防止を目的としており、個々の自治体の財政
悪化防止を目的としたものではない。

（参考）市町村債の発行については、一般的に、州が発
行総額につき包括的許可制をとっている。

1980年代の地方分権化のなかで事前許可制
は廃止され（注）、現在は地方長官による事後
的監督が行なわれている。
地方長官は以下の場合に州会計検査院に提
訴することができ、地方自治体が州会計検査
院の勧告に従わない場合、予算是正措置を採
ることができる。

①公債費が予算計上されていない場合、また
は計上が不十分な場合
②経常勘定、資本勘定が各々収支均衡してい
ない場合

（注）５億フラン以上の公募債発行にあたっては、国の事
前許可を要する旨の規定があるが、現在、適用されてい
ない。

州債、市町村債の発行について連邦の関与は
ない。

［州内の規制については上記参照］

国による許可制度が採られている。

標準税率未満の課税を行なってい
る団体、起債制限比率が一定割合
を超える団体等に対しては発行が
制限される。

（参考１）平成18年度から協議制度に移行
することとされている。ただし、標準税率未
満の地方団体に対して一部許可制が残る。

（参考２）各事業につき、起債充当率が定め
られている。
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地方債引受け主体等 公共事業融資委員会による引受けがほとんど
である。

地方債残高の引受先別内訳［1999年度末］
・公共事業融資委員会：90%
・金融機関：4%
・その他：6%

（参考）公共事業融資委員会は地方自治体への融資を
行なう政府機関であり、国債で調達した資金を基に地方
に融資を行なう。

［1998年末］
　　　　　　　州　市町村
直接借入　82%　　99%
債券発行　18%　　1%

直接借入の主な引受先は抵当銀行及び公営
の貯蓄銀行。

フランス地方銀行、預金供託金庫といった伝統
的に地方自治体への融資を行なってきた金融
機関からの相対取引による借入が多い（両金融
機関で市町村発行額の58%を引受け）。

公募債発行の割合は、市町村では少ないが、
州では15％にのぼっている。

競争入札方式と協議引受方式で見ると後者が
76%を占めている。

（参考）発行にあたっては格付会社による格付
けが行われることが一般的である。

[1998年度末]

政府資金：48%
市中銀行：25%
市場公募債：8%
その他：19%

（注）普通会計債の他に、地方公営企業債
等を含んだベース

その他の特徴等 地方債は、地方自治体の現在および将来の歳
入が担保となっている。

２億フラン未満の公募債の発行はできない。 地方政府に対しては、連邦破産法の適用があ
る。
［要件］
①自己による任意の申請であること
②州法などの規定上、連邦破産法による破産
手続きを認めていること
③支払不能状態にあること

財政規律：
　均衡予算の策定義務付け：49州（除くバーモント州）

　課税・支出制限：27州
　Rainy Day Fund制度：45州
　（注）歳入不足などに対応するための剰余金等を基金と
して積み立てる制度
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