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第２章 地方税制の国際比較 
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1. 税収シェアの国際比較 

 

ここでは、各国の税収を、国税と地方税とで、どのようにシェアしているかの国際比

較を行ないたい。 

図２－１1は、各国の全税収のうち州・地方税として、どのくらいのシェアがあるかを

示したものである。 

これによれば、連邦制であるドイツ、アメリカ、カナダでは、権限の大きい州が含ま

れている関係上、州・地方税を合計した比率で見れば、４割から５割を超えている。た

だし、州を除いた地方政府だけの税収でみれば、ドイツが 13.4％、アメリカ 15.9％、カ

ナダが 10.3％と、非常に低くなっている。 

一方、単一制の国では、イギリス、フランスのように、地方税の比率が極端に低い国

と、日本、スウェーデンのように、地方税が４割をも占めている国とが存在する。 

スウェーデンについては、地方税のウェイトが高いが、全体としての租税負担率も非 

 

                                                   
1  イギリスは全ＵＫでの数値。 

（資料）Ｒevenue Statistics 1965-2000/ OECD　
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常に高く、税源が地方に偏っているというよりは、むしろ、国と同様に地方もかなり

大きく課税していることが言えよう。 

一方、日本については、全体としての租税負担率が低いなかで、地方税のシェアが

大きいということは、国税の負担が他国より軽いことを示している。事実、国税だけ

の租税負担率をみれば、日本は、今回比較対象とした６カ国の全てを下回っている。 

 

 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000／OECD、National Accounts 1989-2000／OECD等
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２．税収構造の国際比較 

 

 ① 主な課税ベース 

   図２－２は、国税、州税、地方税の全税収に占める割合を、課税ベースの種類別に

示したものである。 

ここでは、個人所得課税、法人所得課税、固定資産課税、相続・贈与課税、一般的

消費課税1、個別的消費課税2、その他の７つのカテゴリー別に分類し、国税、州税、

地方税を併せた額が 100％となるように示している。 

   国・地方全体で見た場合、各国に共通して主要税目となっているのは、個人所得課

税である。また、日本、アメリカを除く各国では、一般的消費課税も、個人所得課税

に並んで、大きなウェイトを占めている。 

   その他では、法人所得課税、固定資産課税、個別的消費課税などのシェアが比較的

大きく、相続・譲与課税については、大きなウェイトを占めている国はない3。 

   我が国の特徴としては、地方による法人所得課税のウェイトが、突出して高いとい

うことである。日本の場合、国税だけでみた法人所得課税の比率は 13％と、イギリス

やフランスなどと、ほぼ同水準であるが、地方税として１割近くを占めている国は、

他になく、法人所得課税を地方税としては殆ど課税していない他国とは異なった状況

となっている。 

一方、個人所得課税のウェイトは、国・地方を合算したベースで見た場合、比較対

象国の中で、フランスに次いで低くなっており、また、一般的消費課税についても、

アメリカに次ぐ低水準となっている。 

このように、我が国では、広く国民が負担する個人所得課税や一般的消費課税につ

いてはウェイトが低く、その分、法人所得課税のウェイトが大きくなっている。   

                                                   
1  付加価値税や、売上税など、物品やサービスに広く課税するもの。 
2  酒税やたばこ税など、特定の物品等に対し課税するもの。 
3  カナダでは、納税義務者が死亡したときや資産を譲渡したときは、譲渡所得として所得税で課税され
るため、個別税目としての相続税や贈与税はない。 
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　　(注）国（連邦）、州、地方を合算した税収総額を100％とした値。　　　　　　　　　　　　　　（資料）Revenue Statistics 1965-2000／OECD

図2-2　国・州・地方の税収構成（1998）
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② 課税ベースの種類別、国税・地方税のシェア状況 

   ここでは、それぞれの課税ベースの種類別に、国税・地方税とで、どのようにシェ

アされているかをみてみたい。 

 

  ⅰ 日 本 

    図２－３は、日本の、国税・地方税の課税ベースの種類別シェア状況を示したも

のである。 

日本では、固定資産課税については、固定資産税や都市計画税として、地方自治

体のみが課税し1、逆に、相続・譲与課税は国のみが課税している。 

一方、個人所得課税については、国（所得税）と地方（住民税・所得割）の双方

が課税しており課税ベースを国税・地方税で共有している。また、法人所得課税に

ついても同様に、国（法人税）と地方（住民税・法人税割および事業税）とで課税

しており、課税ベースの重複がみられる。 

    個人・法人ともに、所得課税の国・地方の比率は、およそ６：４となっている。 

また、一般的消費課税（消費税・地方消費税）、個別的消費課税についても、同様

に、課税ベースを国・地方とでシェアしており、国税・地方税の比率は、それぞれ、

８：２、７：３となっている。 

 

                                                   
1  国税としても、土地や借地権に対して課税する地価税という税目があるが、1998年から適用が停止
されている。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD

64%

36%

61%

39%

100% 100%
80%

20%

72%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

個人所得
課税

法人
所得課税

固定資産
課税

相続・
贈与課税

一般的
消費課税

個別的
消費課税

図2-3　日本：課税ベースの種類別税収シェア（1998）
国税 地方税



 27

    このように、多くの課税ベースで、国税と地方税の重複が見られることが、我が

国の税体系の特徴の一つとなっている。 

 

ⅱ イギリス     

   図２－４は、イギリス1の国税・地方税のシェア状況を課税ベースの種類別に示し

たものである。 

   前述したように、イギリスでは、地方税のウェイトが極端に小さく、地方税とし

ては、固定資産課税が存在するのみである。固定資産課税の 58％は、国税となって

いるが、これは、税が国庫に納付されたのち、地方自治体に分配される譲与税的性

格をもったものであり2、実質的には、固定資産課税の全てが、地方の歳入となって

いる。 

このように、イギリスにおいては、固定資産課税は、地方に特化したものとなっ

ているが、それ以外は、全て国税となっており、課税ベースの重複はない。 

こうした固定資産課税特化型の地方税制の歴史は古いが3、かつて、地方の財政難 

 

 

                                                   
1  全ＵＫベース。 
2  事業用レイト（Non-domestic Rates）という名の、事業用の資産を対象とした固定資産税である。 
3  地方制度が未整備で、教会を中心とした教区という組織で行なわれていた時代（1600年頃）からの
伝統である。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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を背景に、地方税として、所得税を創設することが議論されたこともある1。しかし、

これについては、地方の自由な税率設定が前提となっているイギリスでは、課税ベ

ースを共有することで、例えば、国が経済政策の一環として国税の税率を調整する

場合に、その効果を地方税が阻害する恐れがあるという問題点が指摘された。 

無論、国が、何らかの税率制限を実施したうえで、地方所得税を導入するという

方法も考えられたが、イギリスでは伝統的に地方の税率設定権に対する意識が強く、

国が地方の税率設定に介入せざるを得ない税目は、地方税としてはふさわしくない

などの理由で2、地方所得税の導入は見送られている。 

 

 ⅲ フランス 

    図２－５は、フランスの国税・地方税のシェア状況を課税ベースの種類別に示し

たものである。 

   個別的消費課税で若干の課税ベースの重複があるものの、基本的には、イギリス 

と同様、固定資産課税が地方に割り当てられ、それ以外は国税となっている3。 

 

 

                                                   
1  特に 1970年代に、この議論が盛んであった。 
2  政府文書。｢Green Paper：Alternatives to Domestic Rates｣（1981） 
3  地方税には、この他に、事業者の支払給与に対する課税も存在するが、これについては、2004年度
までに段階的に廃止されることが決まっている（後述）。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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フランスにおいては、かつて、地方にも一般的消費課税（小売売上税）が存在し 

  たが、国税である付加価値税と課税ベースが重複することが問題視され、1966年に

廃止されている1。 

    

ⅳ スウェーデン 

   図２－６は、スウェーデンの国税・地方税のシェア状況を、課税ベースの種類別

に示したものである。 

   スウェーデンでは、地方税の課税ベースは一つに特化されているものの、イギリ

ス、フランスとは異なり、固定資産課税ではなく、個人所得課税が、地方税として

採用されている。 

   スウェーデンでは、国、地方の双方が、個人所得税を課税しているが、地方税と

しては、所得階層にかかわらず全ての住民が一定税率で課税される一方2、国税分は、

高所得者に対して、地方所得税に上乗せして、累進税率で課せられる3。このため、

国税としての個人所得税の納税者は少なく、結果的に、課税ベースの重複は限定的 

 

 

                                                   
1  地方小売売上税廃止に伴う地方自治体の減収分は、国からの交付金で措置された。 
2  ただし、利子、配当、キャピタルゲインなどの資本所得については、地方所得税ではなく、国の所得  
税が課税される。 

3  スウェーデンの地方税制の詳細については、第５章を参照されたい。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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である。 

一方、個人所得課税以外の課税ベースは、全て国税となっている。 

 

ⅴ ドイツ 

図２－７は、ドイツの国税、地方税のシェアを課税ベースの種類別に見たもので

ある。ドイツでは、固定資産課税が市町村、相続・譲与課税が州、個別的消費課税

が連邦となっているが、個人所得課税、法人所得課税、一般的消費課税の３つの課

税ベースが、連邦、州、市町村で重複しており、課税ベースの重複が多い。 

 これら３つの課税ベースのうち、個人所得課税と一般的消費課税については、主

に、共有税である所得税と付加価値税で課税されており、連邦、州、市町村がそれ

ぞれ別個の税目で課税しているわけではない1。また、法人所得課税のうち、連邦分

と州分については、主に、共有税の一つである法人税によって課税されており、単

一の税目からの税収を２者でシェアしている2。ただし、市町村については法人税の

配分はなく、市町村の法人所得課税は、営業税という別個の税目で課されている。 

 

 

                                                   
1  ただし、市町村の個人所得課税には、営業税のうち個人事業者にかかる部分が含まれている。 
2  ただし、所得税額、法人税額に対し課税される連帯付加税（＝連邦税）などもあり、連邦・州の個人
所得課税、法人所得課税には、共有税以外の税収も若干含まれている。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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ⅵ アメリカ 

図２－８は、アメリカにおける課税ベースの種類別のシェア状況を示したもので

ある。 

これによれば、個人・法人所得課税が連邦1、一般的消費課税が州、固定資産課税

が地方政府中心となっている構造がみてとれる。ただし、州については、広範な課

税権を背景に、ほとんど全ての課税ベースで課税しており、資産課税が地方政府に

よりほぼ独占されている以外は、課税ベースの重複は多い。 

連邦が、一般的消費課税を課税ベースとしていないのは、ドイツ、カナダなど他

の連邦制国家と異なる点であるが、過去から、連邦の一般的消費課税導入への試み

がなかったわけではない2。しかし、これらは小売売上税との競合を避けたい州の反

対などにより実現しておらず、連邦の消費課税は、燃料税や酒税、たばこ税など個

別的消費課税で行なわれている。 

 

                                                   
1  本来、連邦の直接税の導入は憲法上、制限されている。合衆国憲法では、連邦の直接税の導入は各州
の人口に応じて、各州で負担されるべきものとされており（第１条２章３項および９章４項）、各州の

人口と無関係に課税される連邦所得税に対し、違憲判決がなされたこともある（1895）。これについて
は、憲法に追加条項が設けられ対応された（修正 16条）。 

2  1972年の政府間関係諮問委員会では、連邦付加価値税の導入が提言された。また、1979年、1990
年には連邦の付加価値税を創設する法案が議会に提出されている。これらは、州の反対やその他の政治

情勢により実現されなかった。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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  ⅶ カナダ 

    図２－９は、カナダにおける課税ベースの種類別シェア状況を示したものである。 

    カナダでは、アメリカとは逆に、憲法上、州の課税権に制限が多く、例えば、州

は間接税を課税できない。ただし、憲法改正により、州には、天然資源に対する間

接税の課税権が認められたほか、小売売上税なども、納税義務者を消費者とし、小

売業者は州政府の代理人として徴収を行なっているにすぎないとの解釈から直接税

として課税されている。 

    このように、実際上は、連邦と州の課税権に大差はなく、ほとんどの課税ベース

で、連邦、州ともに課税を行なっている。 

    一方、地方政府については、憲法上の規定はなく、州から課税権を授権する形が

とられており、州からの授権の程度次第では、あらゆる税目の創設が有り得る。し

かし、通常、固定資産課税が、各州で地方政府の専管とされている以外は1、他の課

税ベースでの課税は殆どない2。 

 

 

 

                                                   
1  極端な過疎地域などでは、地方政府が存在しない所もあり、このような場所では州が直接、地方政府
分の行政サービスの提供を行なっている。そうした地域では、州が固定資産課税を行なっている。 

2  ただし、額が僅少で図２－９に現れていないが、小売売上税などが地方政府により課税されている州
もある。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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  ⅷ 各国に共通する傾向 

    これまで、各国別に国税・地方税の、課税ベースの種類別シェア状況をみてきた

が、これらを要約すると以下のようなことが言える。 

     ・ 単一制国家では、国・地方の課税ベースの重複は少ない（例外：日本） 

     ・ 連邦制国家では、連邦と州の課税ベースの重複は多い。 

     ・ 連邦制国家では、連邦・州と、地方政府の課税ベースの重複は少ない。 

    課税ベースが重複した場合の利点、および問題点については、以下のようなもの

が考えられる。 

    利点としては、① 消費税、地方消費税のように、同一の徴税事務の中で、国税と

地方税が収納できるものについては、徴税コストが安くなる1、② 多くの課税ベー

スをそれぞれが共有することで、税収変動リスクをそれぞれが分担できる、などが

考えられる。 

   逆に、問題点としては、① 納税者にとって、国・地方のいずれにいくら納めてい

るかが理解しにくくなる、② 一方の減税や増税などの施策の効果が、他方によって

阻害される場合が有り得る（例えば、経済活性化策として、国が所得税を減税した

場合に、住民税を増税する自治体が現れれば、効果は相殺されてしまう）、などが指

摘されている2。 

このように、功罪両面があり、一概にどちらの方式が優れているかということは

言えない。 

しかし、諸外国では、地方税の税率設定が自由で、実際に自治体間の税率格差が

大きい場合が多いことから3、納税者が国税と地方税を明確に区別できることが重視

され、また、国の経済政策に沿わない地方税率が適用されることも実際に考えられ

ることから、課税ベースが重複した場合の問題は大きい。このような問題点から、

イギリスでは、かつて検討された地方所得税の導入が見送られ、またフランスでも、

かつて存在した地方の小売売上税が廃止されるなど（1966）、諸外国においては、

課税ベースの重複が避けられる傾向がみられる。 

 

                                                   
1  これについてはドイツの共有税についても当てはまる。 
2  1977年、1981年のイギリス政府発行のグリーン・ペーパーなど 
3  各国の地方税率設定の自由度や税率の自治体間格差については後述する。 



 34

 ③ 地方税収の構成 

   前項では、国税・地方税のシェアの側面から、各国の税体系を比較した。 

   ここでは、地方税収全体の中で、各国がどのような課税ベースを主体としているか

を比較し、それぞれのメリット・デメリットを考察したい。 

   なお、地方税として採用されている課税ベースの種類はそれほど多くないことから、

前項よりも簡素化し、個人所得課税、法人所得課税、資産課税1、消費課税、その他の

５つの分類で考察する。 

 

 ⅰ 各国の地方税収の構成 

  (1) 日 本 

    図２－１０は、1998年度の、日本の地方税収の構成を示したものである。 

図から分かるように、日本の地方税は、バラエティに富んでおり、ほぼ全ての課

税ベースが、２割を超える構成比をもっている。 

個人所得課税としては、住民税（所得割）、法人所得課税としては、住民税（法人 

税割）および、事業税などが課税されている。 

また、資産課税では、固定資産税、都市計画税などが該当し、消費課税としては、

地方消費税などが該当する。 

 

                                                   
1  資産課税には、資産性所得課税は含まない。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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(2) イギリス 

図２－１１は、イギリス1における地方税収の構成を示したものである。 

イギリスでは、地方税目としては、住居に対する固定資産税であるカウンシル税

（Council Tax）しか存在しないが、図２－１１では、人頭税の過年度未収分2が計

上されているため、わずかながら、｢その他｣の額が計上されている。 

かつては、事業用資産に対する固定資産税（＝事業用レイト：Non-domestic 

Rates）も地方税として課税されていたが、選挙権のない法人が主たる納税者であ

ることから、その増税によって、有権者である住民に直接の負担を与えずに歳出を

増加させることが可能となる点などが問題視され、1990年に国税化された。これに

よる税収は、国庫に納められたのち、交付金として、各自治体に交付されている。 

 

 

 

 

（3）フランス 

図２－１２は、フランスの地方税収の構成を示したものである。 

フランスでは、住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税などの資産課税が 

                                                   
1  全 UKベース。 
2   人頭税は、1990年度から 1992年度までのわずか３年間のみ地方税として課税された。これについて 
は、納税者の反発から不払運動などが起こり、1999年４月１日時点で未だ、約３億£もの滞納額が残
っていた。 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD

図2-11　イギリス：地方税の税収構成（1998）
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大きなウェイトを占めている。 

｢その他｣の項目が大きいが、これは、事業者所有の資産の賃貸価格と、事業者が

支払った給与の一定割合とを合算した額を課税標準とする職業税が大きなウェイ

トを占めていることによる。 

ただし、職業税のうち、支払給与部分に対する課税は、雇用促進の障害となって

いるとの認識から、2004年までに段階的に廃止されることが決まっており、今後、

職業税は純粋な資産課税に改められる見通しである。 

 

（4）スウェーデン 

図２－１３は、スウェーデンの地方税の課税ベースを示したものである。スウェ

ーデンでは、地方税目は個人所得税のみとなっている。 

 

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD

図2-12　フランス：地方税の税収構成（1998）
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スウェーデンでも 19 世紀までは、イギリスやフランス同様、固定資産税中心の

税体系であったが、自治体の業務拡大と共に、経済成長に応じた税収の増加が見込

める個人所得課税の比重が増し、20世紀半ばには現在のような個人所得課税中心の

税体系が確立している1。 

 

(5) ドイツ 

図２－１４は、ドイツの州税・地方税の税収構成を示したものである。 

州の税収は、消費課税、個人所得課税が中心となっているが、他の課税ベースか

らの税収もあり、課税ベースは分散している。ただし、個人所得課税、法人所得課

税、消費課税については、いずれも共有税からの税収が大部分を占めており、州独

自の税率設定はできない。 

市町村税についても、個人所得課税（共有税である所得税の分配2）からの税収が

主体であるが、法人所得課税（営業税）、資産課税（不動産税）、消費課税（共有税

である付加価値税の分配）からの税収も存在し、課税ベースの分散が見られる。 

ただし、共有税の市町村への分配は 1970 年以降であり、それ以前は、不動産税

と営業税からの税収が大半を占め、市町村税の課税ベースは集中していた。営業税

は、過去から、税源の偏在が大きい問題点が指摘されており3、この問題を緩和する 

 

                                                   
1  スウェーデン財務省照会による。 
2  この他に営業税の個人事業者納税分も統計上、個人所得課税に含まれている。 
3  1966年のドイツ財政改革委員会（トレーガー委員会）報告など 

図2-14　ドイツ　州税・市町村税の税収構成（1998）
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ため、1970年に、営業税の一定割合を連邦・州へ拠出するかわりに、税源の偏在が

少ない所得税（共有税）を市町村にも分配する制度が創設された経緯がある（営業

税納付金制度）1。 

また、営業税は、当時、営業利益だけでなく、事業者の支払給与や事業者の営業

資本をも課税ベースとしていたが、こうした利益に係わらず課税される部分に対し

ては産業界の反発が強く、1980年に支払給与部分が廃止され、また 98年には営業

資本部分も廃止されている。なお、支払給与部分廃止の際は、所得税の市町村への

分配比率引上げ（14％→15％）と営業税納付率の引下げで財源補填がなされ、また、

営業資本部分の廃止の際は、同じく共有税である付加価値税の市町村への分配が開

始されている。 

このように、ドイツの市町村税は、一連の、法人課税（営業税）縮小の過程の中

で、個人所得課税と消費課税が課税ベースに加わり、結果的に、課税ベースが分散

することとなっている。 

 

(6) アメリカ 

図２－１５は、アメリカにおける州・地方政府税の税収構成を示したものである。 

州は、憲法上、輸出入税の禁止など一部の例外を除く、あらゆる税の創設が可能 

 

                                                   
1  営業税納付金制度の詳細については第４章参照。 

図2-15　アメリカ　州税・地方政府税の税収構成（1998）

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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であり、この結果、全ての課税ベースからの税収が存在する。中でも、小売売上税

を主とする消費課税の比重が大きく1、次いで、個人所得課税からの税収が大きい。 

一方、地方政府の課税権は、憲法上の規定ではなく、州から委譲を受ける形とな

っている。委譲の範囲は州によって異なっており、この結果、全ての課税ベースか

らの税収が発生しているが、個人所得課税・法人所得課税での委譲は少なく、７割

以上の構成比をもつ資産課税が主体となっている。資産課税の主要税目は、財産税

（Property Tax）であるが、これは、固定資産に加え、多くの州で流動資産などの

有体資産や証券、債券などにも課税されている。 

 

(7) カナダ 

  図２－１６は、1998年度のカナダの州・地方政府税における、税収構成を示し

たものである。 

  州は前述の通り、実際上、連邦と同等の課税権を有しており、あらゆる課税ベ

ースからの税収があるが、中でも個人所得課税2、消費課税3のウェイトが大きい。 

   

 

                                                   
1  これは、多段階での売上全般に課税する我が国や欧州諸国の付加価値税方式とは異なり、小売段階の
売上のみに課税するものである。 

2  個人所得税については、連邦の個人所得税額を課税標準として採用している州と、課税所得に対し直
接州の税率を乗じる州とがある。 

3   小売段階の売上に対してのみ課税する小売売上税が採用されている州と、多段階の売上に対して課税
する付加価値税を採用している州とがある。 

図2-16　カナダ　州税・地方政府税の税収構成（1998）

（資料）Revenue Statistics 1965-2000/OECD
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地方政府については、アメリカと同様、課税権は憲法上の規定ではなく、州か

らの委譲を受ける形で付与されているが、個人所得課税、法人所得課税での地方

政府への委譲はなく、アメリカ以上に資産課税のウェイトが高くなっている。 

  資産課税は、主に固定資産税（Property Tax1）の税収からなるが、アメリカの

財産税と異なり流動資産や証券、債券などには課税されていない。 

 

 

ⅱ 課税ベースの種類別の特質 

 これまで、各国別に、州・地方税の税収構成を見てきたが、これらは、おおまか

にみて、以下の４つのタイプに分類できる。 

 

 

    ① 資産課税中心型 

         ＝ イギリス、フランス、アメリカ（地方政府）、カナダ（地方政府） 

    ② 個人所得課税中心型2 ＝ スウェーデン、ドイツ（市町村） 

    ③ 個人所得課税＋消費課税中心型 ＝連邦制国家の州 

    ④ その他 ＝ 日本 

 

 

   以下では、まず、課税ベースを特定のものに集中させる方法と、分散させる方法

とを比較したのち、それぞれの課税ベースが、地方税として、どのような長所・短

所を有しているのかを考察したい。 

 

 

 

                                                   
1  アメリカの財産税も原語では Property Taxであるが、前述の通り、アメリカの Property Taxは固定
資産以外の資産も課税対象としている州があるため、通常、｢固定資産税｣とは訳さない。 

2  個人所得課税を中心とした地方税制は、今回の比較対象国ではスウェーデンのみであるが、ノルウェ
ー、フィンランド、デンマークなどの北欧諸国でも、同様の課税体系が採られている。（ただし、個人

所得課税に完全に特化しているのは、スウェーデンだけである。） 
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(1) 課税ベースの集中と分散 

   課税ベースを集中させている国として、極端な例が、イギリスとスウェーデンで

あり、それぞれ、地方税としては、単一の税目しか持たない。 

    この両国に共通する特徴は、地方の一般会計の収支を、税率の調整で均衡させる

仕組みが用いられており、自治体毎に地方税率が毎期、変更されるということであ

る。仮に、複数の税目があるのであれば、どの税目の税率で収支尻を調整するとい

った点で、納税者間の利害対立が発生するが、税目が一つであれば、その点を考慮

する必要がない。このような税率で収支尻を調整するというシステムは、アメリカ

やカナダの多くの地方政府でも採りいれられているが、通常、主要税目である財産

税や固定資産税で調整されており、必ずしも、税目が一つでなくても、特定の主要

税目があれば、このような仕組みの導入は可能である。 

    また、主要税目が決まっているということは、納税者にとって非常に分かりやす

く、地方税率が弾力的に変わり、自治体間の税率格差が恒常的に発生するような国

では、こうした納税者の知覚性（perceptibility1）が非常に重要となる。 

    税率の自治体間格差が最も大きいイギリスでは、このような納税者の知覚性が特

に重視されており、納税通知書により納税者が自らの足で、納税しに行く税が地方

税としてもっともふさわしく、消費税のような間接税は無論のこと、源泉所得税の

ような、いわゆる天引き方式で徴収される税も、納税の意識をもたせないという点

で、地方税として好ましくないという主張もある2。 

一般に、税目数が多いほど、納税者の理解が困難になると言え、例えば、２層制

の地方制度が敷かれている国の場合、それぞれの税目が、国、県、市のいずれに納

められているかを、納税者に理解させることは難しい。結果、例えば、市の増税に

対する納税者の不満が、国や県に対してなされることも考えられるわけで、税率が

頻繁に変わる国では、特に、税目数が少ないことが望ましいと言えるであろう3。 

                                                   
1  イギリスでは、1970～80年代を中心に、いくつかの新税目が検討されたが、いずれも、地方税の要
件として、この納税者の知覚性が重視されている。 

2  1977年の政府文書“Green Paper: Local Finance”では、｢源泉徴収制度では、地方所得税を納税者
がどの程度認識できるかは問題が多い｣と指摘されている。 

3  税目が一つしかないイギリスでさえも、納税者の理解を得ることに苦慮している。例えば、2001年 
２月にヒアリングしたイギリスのある下層自治体の議員は、上層自治体の大幅な増税に対する納税者の

不満が、自分達の自治体に対して誤って向けられることを非常に憂慮していた。 
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    しかし、こうした特定の税源に特化した地方税制にも問題はある。それは、特定

の税源での、課税標準額の増減が、自治体の歳入に大きな影響を及ぼすリスクがあ

るという点である。 

このようなことから、税源を分散させることは、それらの影響を緩和できるリス

クヘッジの機能をもつといえる。地方の財政規模は、通常、国の財政規模よりも小

さく、その分、税収の変動リスクを大きく受けることになることから、課税ベース

を集中させる場合には、税収変動リスクの小さい課税ベースを採用することが必要

となる。 

次項では、課税ベースの種類別の特質を、税収変動リスクなどを含めて検討し、

地方税としての長所・短所を、考察したい。 

 

 

(2) 課税ベース毎の特質 

 ・ 資産課税 

    資産課税は、州税としての採用例は少ないが、地方（地方政府）税としては多く

の国で採用されている。 

固定資産は移動がなく、税源の地理的特定が容易であり、狭い地域単位での課税

が容易であることから、今回の比較対象国の全てが、歴史的に、資産課税を中心と

した地方税（連邦制の場合は地方政府税）体系から始まっている。 

このような実務上のメリットのほかに、資産課税は、所得課税などに比べ、景気

変動に対し税収が安定的な点も、長所として言われている。しかし、税収が安定す

るということは、一方で、経済成長に応じた税収の伸長性に乏しいという短所にも

なりえ、こうした点を補うために、資産課税中心の国では、税率の設定が非常に弾

力的であり、経済成長の伸びに地価の上昇が追いつかない場合、歳出の増加を、税

率を上げることで、賄っている1。ただし、こうした増税は、納税者が法人であれば、

資産からの収益率を高めることで担税力を増加させることができるが、個人が納税

者の場合、資産を住居として保有しているだけでは所得は上がらず、負担感が強ま

                                                   
1  特に、近年、イギリスやフランスでは、資産の再評価が実施されておらず、税率で調整する必要性が 
非常に高くなっている。 
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る。このため、資産課税中心の地方税体系をもつイギリスやフランス、アメリカ、

カナダなどでは1、資産課税のうち個人分に対しては、低所得者への減免措置が設け

られている。 

なお、イギリス、フランスでは、住居に対する固定資産税2の納税義務者は、所有

者ではなく占有者となっている。この経緯としては、両国とも地方税としての資産

課税の歴史が古く、導入当時の徴税技術では、区域外の所有者を把握して課税する

ことが困難であった点などが挙げられるが、このような実務上の経緯に加え、所有

者が自治体区域外に住む場合でも、区域内で、その資産を使用している者に課税す

ることにより、納税者と自治体サービスの受益者が一致するという利点も指摘され

ている3。 

 

 

   ・ 個人所得課税 

    個人所得課税の比重は、ドイツ、アメリカ、カナダなど、連邦制国家の州で大き

く、イギリス、フランスなどの単一制国家や、アメリカ4、カナダの地方政府レベ

ルでは殆ど課税されていない。 

個人所得課税を地方レベルで課税している国としては、日本、スウェーデン、ド

イツ（市町村）などが挙げられるが、日本では、全ての自治体で、法定の標準税率

が適用されており5、また、ドイツの場合は共有税であることから、そもそも州・

市町村に税率設定権はない6。このため、この両国では、課税所得が同じであれば、

                                                   
1  アメリカ、カナダでは、財産税や固定資産税の規定は、州によって異なっており、全ての地方政府

にこのような措置があるわけではない。 
2  イギリスはカウンシル税（Council Tax）、フランスは住居税（taxe d’habitation）という名称の税目
である。 

3  イギリス：王立委員会報告：｢New Sources of Local Revenue｣（1956） 
4  アメリカでも一部の地方政府で個人所得税が課税されているが、全地方政府税収の約５％にすぎず、
大きな比重は占めていない。 

5  道府県民税所得割、個人事業税、市町村民税所得割のいずれも、全ての自治体が標準税率を採用して
いる。 

6  ただし、ドイツの憲法にあたる基本法（106条５）では、所得税について｢連邦法律で市町村が市町
村取得分に対する税率を確定する旨を規定することができる。｣とされており、市町村は、所得税の税

率決定権をもつが、権利を行使するすべがないと説明する文献もある。 
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どの自治体に住もうとも、地方所得税の課税額は等しくなる。 

一方、スウェーデンでは、地方所得税1の税率は自治体毎に異なっているが、地

方税としては、課税所得の水準に応じて税率が異なる累進税率は採用されておらず、

一定税率が適用されている。これにより、所得再分配の効果は弱められ、地方税の

応益原則に配慮されたものとなっている。 

一方、国の所得税では、高所得者のみに累進税率で課税することにより、所得再

分配に機能が特化されている。このようにスウェーデンの個人所得税では、国税と

地方税との間で、所得税の機能分担が行なわれている（表２－１７）。 

一方で、スウェーデンのように、個人所得税の多くが、地方独自の設定税率のも

とで課税されるという状況は、国が行なう所得税の増減税といった国家的な経済政

策が、地方の協力なしには困難になるという問題もある2。イギリスやドイツの市

町村においても、過去に、地方税として、個人所得税の創設が検討されたが3、こ

うした問題のため、ドイツでは、地方の自由な税率設定が事実上不可能な共有税の 

 

 

                                                   
1  スウェーデンでは二元的所得税が導入されており、利子や配当、キャピタル・ゲインなどの損益は、
資本所得として合算され、勤労所得とは別に税額が算定される。これら資本所得は、全て、国税で課税

される。 
2 イギリス：政府文書｢Green Paper: Alternatives to Domestic Rates｣（1981）など 
3  イギリス：レイフィールド委員会報告（1976）、ドイツ：トレーガー委員会報告（1966） 

表2-17　スウェーデン所得税　勤労所得の適用税率（1999）

国税適用税率
地方税適用税率
（全国平均）

合　計

0％ 31.48％ 31.48％

20％ 31.48％ 51.48％

25％ 31.48％ 56.48％

30％ － 30％

(注）1クローネ＝11.5円で換算。

（参考）　資 本 所 得

課税所得額（ｸﾛｰﾈ）

219,300未満
（約250万円未満）

219,300～360,000
（約250万～415万円）

360,000超
（約415万円超）
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分配という方法が採用され、また、イギリスでは導入自体が見送られている。 

一方、スウェーデンでも同様の問題が指摘されたが、これに対しては、時限立法

などの措置を通じて、国による地方税率制限が実施されており1、国の経済政策と

の両立が図られている。 

 

 

・ 法人所得課税 

法人所得課税は、税収の景気変動による影響が非常に大きい点や2、税源の地理

的な偏在が大きく、自治体間の財政格差を拡大させるという問題点などが指摘され

ており3、また、法人課税全般の問題として、選挙権を持たない法人への課税が、

自治体サービス水準の決定権をもつ住民(有権者)の受益と負担の関係を曖昧にして

しまうという弊害も指摘されている4。 

このため、日本、ドイツ（市町村）を除く諸外国では、州・地方税としての課税

の比重は小さい。 

市町村税収に占める営業税（＝法人所得課税5）のウェイトが大きいドイツ（市

町村）でも、過去から、こうした法人所得課税の問題点が認識されており、これら

を緩和するため、営業税納付金制度というものが存在する。これは、税源の偏在が

大きい営業税の一定割合を連邦・州へ納付させる代わりに、連邦・州の共有税であ

る個人所得税を市町村にも分配するというものであり6、1970年より開始されてい

る。 

1998年度実績では、営業税の全税収 505億マルクのうち、20％に当たる 102億

マルクが連邦・州に納付されており、代わりに 418億マルクの個人所得税が市町村

                                                   
1  スウェーデンの地方税率制限の経緯については第５章参照。 
2  景気変動による税収の増減は、不況期に起債を行なって、好況期にそれを返済することで調整される
が、起債は、国のほうが信用リスクが低く、有利な発行条件で行なえるため、政府財政全般でみた場合、

国が税収変動リスクを被るほうが効率的といえる。 
3  ドイツ：トレーガー委員会報告（1966）など 
4  イギリス：政府文書｢Green Paper: Alternatives to Domestic Rates｣（1981）など 
5  営業税は法人だけでなく個人事業者にも課税されている。 
6  市町村への所得税の分配は、ほぼ人口比例で行なわれる。（詳細は第４章参照） 
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に分配されている1。 

このように、ドイツでは、連邦・州と市町村との間で、個人所得課税と法人所得

課税の税源交換を行なうことにより、税収変動リスクの分散と、市町村間の財政格

差の緩和が図られている。 

    

 

  ・ 消費課税 

    消費課税は、物品やサービスの提供に対し広く課税する一般的消費課税と、たば

こ税や酒税など、特定の物品の提供に対し課税する個別的消費課税とに分けられる。 

    一般的消費課税を州・地方税として課税しているのは、日本、ドイツ（州・市町

村）、アメリカ（州・地方政府）、カナダ（州）の４カ国となっている。 

このうち、日本、ドイツ、カナダ（一部の州）は、多段階の売上に課税する付加

価値税を採用しており、アメリカ（州・地方）、カナダ（一部の州）については、

小売段階の売上に対してのみ課税する小売売上税を採用している。 

小売売上税は、小売段階の売上に対してのみ課税するため、地域毎に異なる税率

を設定することが可能である。ただし、個々の取引が｢小売｣であるのかどうかを見

極めることが容易でなく、結果的に最終消費者でない事業者が課税される問題が生

じており、また、事業者間での仕入と売上をチェックすることが可能な付加価値税

に比べ、脱税が容易になるなど税務執行上の問題が多い。さらに、通信販売や電子

商取引の発展に伴い、複数の州にまたがった取引に対する課税の困難性も、大きな

問題となってきている2。このような問題を背景に、カナダでは 1997 年、３つの

州3が小売売上税から付加価値税に移行している。 

一方、州・地方税として付加価値税を導入しているのは、日本、ドイツ（州・地

                                                   
1  営業税の納付額と個人所得税の分配額は、一致しておらず、営業税納付額が過少となっている。これ
は、営業税の課税ベースの一つとしてかつて存在した事業者の支払給与に対する課税が 1980年に廃止
されたことに伴い、市町村の減収補填として、所得税の配分比率引上げと営業税納付率引下げが行なわ

れたことなどに起因している。 
2  Advisory Commission on Electronic Commerce“Report to Congress”（2000） 
3   ニュー・ブランズウィック、ノヴァ・スコシア、ニューファウンドランドの３州が連邦と共通の付
加価値税に移行した。これにより、1992年から州独自の付加価値税方式に移行していたケベック州を
加え、現在、カナダでは、４州が付加価値税を採用している。 
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方）、カナダ（一部の州）の３カ国となっているが、これらはいずれも国（連邦）

税と共通の課税システムが用いられており、州・地方独自の税率設定はされていな

い1。 

地方税として付加価値税や小売売上税を導入することは、イギリスやフランスな

どでも検討されたが、地方自治体毎に自由に税率を設定することが困難な付加価値

税は地方税としてふさわしくなく、また、国が徴収して一定の基準で地方へ配分す

る方法であれば、住民の地方税納税の意識が低下する問題などが指摘されている2。

また、小売売上税についても、自治体毎に税率が異なることにより越境購買が発生

することから、連邦制の州のような広大な面積を有する自治体を前提としない限り、

導入は難しいと結論付けられている3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  ただし、カナダのケベック州においては、連邦の付加価値税に加え、州独自の付加価値税が課税され
ており、州の付加価値税の税率は州自らが決定している。 

2  イギリス政府文書：｢Green Paper: Alternatives to Domestic Rates｣（1981） 
3   イギリスの 1981年の政府文書｢Green Paper: Alternatives to Domestic Rates｣。また、フランスに
おいても、2000年 10月に首相に提出された｢モーロア委員会報告｣の中で、付加価値税に地方毎の付加
税を加算する方法が検討されたが、越境購買の問題点などから否定されている。 
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３．課税自主権の国際比較 

アメリカ、カナダの州については、単一制国家の地方自治体と比べ、非常に広範な課

税自主権があり、税目創設権、および税率設定権とも自由度が高いが、それ以外で、税

目創設権が認められているのは、日本、ドイツ（市町村）、スウェーデンの３カ国となっ

ている1。 

ただし、スウェーデンでは、徴税コストの割に大規模な税収が見込めないことから、

こうした地方の独自税目創設権は行使されておらず、日本、ドイツにおいても、金額的

にはわずかである2。 

このような状況から、諸外国では、課税自主権とは、税目創設権よりも税率設定権の

ほうが重視されており、主要税目については、地方がそれぞれ独自のサービスを提供す

るための財源を、自ら増税により賄う権利がドイツの州3を除く各国で認められている。 

以下では、課税自主権の根幹を占める税率設定権の適用状況を見ていきたい。 

 

 ① 税率格差の状況 

   表２－１８は、各国の主要税目の自治体間税率格差を示したものである4。 

 これによれば、各国とも主要税目に税率格差が存在する中で、我が国のみが、税率

格差が小さいことがわかる。 

   日本の場合、法人課税の税目で、比較的多くの税率格差が存在しており、道府県民 

税の法人税割、市町村民税の法人均等割、法人税割でそれぞれ 1.2倍の差がある。こ

れらの税目の最高税率は、法定の制限税率と一致している。他では、法人事業税でも、

1.05倍の税率格差が存在している。一方、住民課税については、例外的に、市町村民

税の個人均等割の一部で 1.3倍の税率格差が存在している以外は、標準税率で横並び

の状況である5。 

                                                   
1  ただし、いずれの国でも種々の条件が付されている。 
2  日本：地方税収の 0.06％（1998）、ドイツ：市町村税収の 1.1％（1998） 
3  ドイツの州税は連邦法で規定されており、州独自の税率設定はできないが、州税に関する連邦法の制
定には、州の代表からなる連邦参議院の同意が必要であり、州は立法過程に関与している。 

4  税目によっては、累進税率が採用されているものや、条件に応じた不均一税率が適用されているもの
もあるが、煩雑化を避けるため、特定の条件のもとで比較を行っている。（表 2-18下の注を参照） 

5   個人事業税を除けば、ここに挙げた住民課税の税目には制限税率はなく、地方の超過課税に対する制
限はない。 
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表2-18　各国の主要税目の自治体間税率格差

格差
（*2）

最高税率
最低税率

最高 平均 最低

0.3%                                                                  1,000円

16.6%   3.0%

0.9% 80万円

4.4%   1.20倍    6.0% 5.79%  5.0% 5.0%

1.6 %         なし               5.0%

25.4% 1.05倍        10.08%  9.67%  9.60% 9.6%

50万人以上の市  3,000円

5～50万人の市 2,500円

その他市町村                         1.30倍   2,600円    2,002円    2,000円 2,000円

30.3% なし                                                        10.0%

1.9%  1.20倍 360万円   311万円  300万円   300万円

8.2%  1.20倍          14.7% 13.3% 12.3% 12.3%

45.6%  1.25倍          1.75% 1.41% 1.40% 1.4 %

イギリス
(2000)

地方                          （*6）

全体

16.0%  1.76倍  31.14%  21.14% 17.69%

19.5%  2.28倍  40.74%  26.26% 17.85%

1.2%  4.65倍  93.45% 42.89%  20.10%

37.1%  1.70倍  31.33%  22.59% 18.46%

 県 100%  1.17倍        10.71 % 9.74% 9.13%

市町村 100%        1.49倍  23.62% 20.55% 15.88%

38.3%   1.64倍  470% 389% 286%

2.15倍 323% 278% 150%

1.98倍 600% 367% 303%

カナダ
(1999)

（*1）　日本は平成11年度収入額により算定している。
（*2）　英：区域内自治体全ての税率の合算値。 独：市町村税率の州単位での平均値。
        仏：州内全ての自治体を合算した州単位の値。
（*3）　イギリスの標準税率は、法定ではなく、政府によって毎期、決定される。
（*4）　種々の条件により税率が異なるが、ここでは最も高い税率が適用される場合の数字を用いて比較している。
（*5）　事業の種類に応じて課税標準、税率が異なるが、ここでは普通法人対象の最高税率を用いて比較している。
（*6）　カウンシル税とは住居の価格に課せられる税であるが、住居を８つの価格帯に分け価格帯毎に課税額が決定される。
（*7）  連邦個人所得税額に乗じられる税率での比較。独自の課税標準を用いるケベックは比較の対象から外している。

(資料)日本：地方財政統計年報/総務省、地方税に関する参考係数資料/総務省、全国市町村税率一覧/税務経理協会
    英、仏：諸外国の地方税財政制度/財務省 独：Hebesätze der Gewerbesteuer2000/Statistisches Bundesamt
    スウェーデン：Statistiska Centralbyrån     カナダ：Finances of the nation/Canadian Tax Foundation

なし

なし

なし

なし

なし

1,000円

3.0 %

80万円

5.0 %

州              個人所得税           39.7%        1.74倍         69.0%       47.1%       39.5%          なし
（*7）

15.4%
不動産税Ｂ

（その他の資産）

フランス
(1999)

地方
全体

住居税

既建築地不動産税

未建築地不動産税

職業税

スウェーデン
(1999)

個人所得税

カウンシル税            100％       3.13倍        1,172£     847£       375£       696£

ドイツ
(2000)

市町村

営業税

不動産税Ａ
（農林業用資産）

個人所得税

所得割
（*4）

3,000円

2,500円

10.0%市町村

市
町
村
民
税

個
人
均
等
割

0.6%

法人均等割
（*4）

法人税割

固定資産税

日　　本
(2000)

都道
府県

道
府
県
民
税

個人均等割

所得割
（*4）

法人均等割
（*4）

法人税割　

事
業
税

個人
（*4）

法人
（*5）

標準
(*3)

税率
税目および税収シェア

（*1）
適用税率

（*2）
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地方税に、住民課税、法人課税が共にあるフランス、ドイツの例をみると、フラン

スの職業税（事業用資産に対する固定資産課税1）は、税率格差が 1.70倍、ドイツの

営業税（法人所得課税2）は、1.64 倍と、我が国に比べて大きな税率格差が存在する

が、この両国とも、住民課税、あるいは法人・住民の双方に課税される税目のほうが、

税率格差が大きくなっている。このように、諸外国では、住民課税のほうが、税率格

差が大きくなっているのに対し、我が国では住民課税にはほとんど格差がなく、税率

格差は法人課税において見られるという逆の傾向がみられる。 

次項では、各国の地方の税率設定権に対する経緯、考え方をとりあげ、我が国との

比較を行ないたい。 

 

 

② 各国の税率設定権の状況 

  ⅰ 日 本 

 我が国の地方税目は、税率設定権の観点から分類すると以下の３つのタイプに分 

けられる。 

 

   

    ・ 法定の一定税率が設けられ、地方の税率設定権がない税目 

    ・ 法定の標準税率および制限税率が設けられ、制限の範囲内で地方に税率設定

権がある税目 

    ・ 法定の標準税率が設けられ、地方に税率設定権がある税目 

 

 

一定税率が設けられている税目としては、地方消費税や道府県たばこ税、市町村

たばこ税など、消費課税に多い。これらが一定税率であるため、消費者は、購入地

域にかかわらず同じ税率で税金が課せられている3。 

    一方、制限税率が設けられている税目としては、法人課税に多い。道府県民税の

                                                   
1  事業者の支払給与にも課税されているが、この部分は 2004年度までに廃止の予定。 
2  法人だけでなく、個人事業者の所得にも課税される。 
3  消費課税のほかに、一定税率のものとしては、道府県民税の利子割などがある。 
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法人税割、市町村民税の法人税割、法人均等割、事業税等が該当する1。 

    標準税率だけが設けられているものとしては、住民課税に多い。道府県民税の所

得割、個人均等割、市町村民税の所得割、個人均等割などが、これに該当する。た

だし、前述したように、住民課税では、超過課税や軽減税率は、殆ど適用されてお

らず、標準税率がそのまま適用されている。 

    標準税率とは、法律上、“地方団体が課税する場合に通常よるべき税率”とされ

ており、“財政上の特別の必要があると認める場合”には、これ以外の税率を採用

することが認められている2。 

このように、我が国の税率設定権は、“財政上の特別の必要がある”場合に限定

されており、結果的に、他国と比べ、税率格差の少ない、全国的にほぼ均一な税負

担水準が実現されている。 

 

ⅱ イギリス 

 表２－１８で示したように、イギリスは、税率格差が最も大きい国の一つである。 

 イギリスの地方税は、税目としては、住居に対する固定資産税であるカウンシル

税しか存在せず、この税率は、最低税率であるウェスト・ミンスター区で 375£／

年3、最高税率であるリバプール市で 1,172£／年となっており、両者の間には実に

3.1倍もの税率格差が存在している4。 

 このように大きな税率格差が発生する要因としては、税率決定の仕組みが原因と

考えられる。 

 我が国の場合、地方自治体の予算運営の際には、地方税収は、国からの交付金や

補助金など他の歳入項目と同様、所与のものと扱われ、増減税といった税制上の操

作で、収支上の赤字または黒字を調整することは、財政慣行上なされていない。 

 これに対し、イギリスでは、予算上、地方税収は所与のものとはみなされず、一

                                                   
1  固定資産税等、法人課税に限定されていない税目にも、制限税率が設けられているものがある。 
2  地方税法１条。 
3  イギリスのカウンシル税では、住居をその資産価格に応じてＡ価格帯からＨ価格帯までの８つの価格
帯に分類し、価格帯ごとに一定の税額が課される。このため税率は“％”ではなく“ポンド”で示され

る。なお、上記の税率格差は基準価格帯であるＤ価格帯の格差で比較したものである。 
4  イギリスでは下層自治体が上層自治体分も併せて徴税を行なう。ここでの比較は、上層自治体分など
を併せた、下層自治体の徴税額ベースでの比較を行なっている。2000年適用税率での比較。 
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般会計の収支尻は、原則1、地方税率をもって調整される。具体的には、歳出予算額

から、手数料・利用料収入、交付金・補助金等の歳入見込額を控除した額（＝所要

税収）を算定し、この額を満たすよう課税標準額から地方税率を逆算する方法が採

られている。 

 この税率設定手順は、法律によって定められたものであり、地方自治体の義務と

されている。このため、地方自治体は自由に税率を設定できるものの、例えば、減

税するには、それに見合うだけ、歳出を削減するなどの措置を講じなければならな

い。 

 このように、イギリスの場合は、国は、自治体が自らの歳出を増加させたい場合

に、その財源として税によって調達することを義務付けるのみで、全国的に均一な

税負担水準を志向するという思想はみられず、法定の標準税率も存在しない2。 

 ただし、このような税率が弾力的な制度のもとでは、国民の担税力を超えた増税

が行なわれる可能性もある。実際に、戦後、高福祉政策の進展に伴い地方歳出が膨

張し、そのための財源として、毎年のように著しい増税がなされていた時期もあっ

た。これに対し、国は、法により、国による税率制限権を創設し3、また、選挙権が

ないため増税の対象となりやすかった法人に対する固定資産税4を国税化するなど

の改革を行なった（1990）。 

 

 

  ⅲ フランス 

    フランスでは、我が国と同様、地方税として多数の税目があり、法定の一定税率

が設けられている税目と、法による制限の範囲内で地方自治体が自由に税率を設定

できる税目とがある。 

                                                   
1  基金の積立や取り崩しなどの税率以外の調整余地も若干ある。ただし、地方議会の議決が必要である。 
2  イギリスでも交付金算定上の指標として、政府が毎期、標準税率を設定する（法定ではない）。ただ
し、多くの自治体で超過課税が行なわれており、標準税率と実際の適用税率との乖離は大きい。 

3  イギリスでは、税率設定権が課税自主権の根幹という思想が定着しており、国による税率制限には地
方自治体の根強い反発がある。このため、国は税率制限権を保有しているものの、近年、この権限は行

使されていない。 
4  事業用レイト（Non-domestic Rates）という名の税であり、これによる税収は国税として徴収された
のち、地方に分配される。なお、事業用レイトは法人だけでなく個人事業者にも課税される。 
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    しかし、主要税目については、制限の範囲内で、地方自治体が自由に税率を設定

できるものとなっており、例えば、主要４税といわれている、住居税、既建築地不

動産税、未建築地不動産税、職業税のいずれにおいても、かなり大きな税率格差が

存在する。 

    主要４税は、いずれも、資産の賃貸価格を課税標準とした固定資産税であり1、住

居税が対住民課税、職業税が対事業者課税、既・未建築地不動産税が、事業者、住

民双方に課税される。 

    これら４税の税率格差は、未建築地不動産税で 4.7 倍、既建築地不動産税で 2.3

倍、住居税で 1.8倍、職業税で 1.7倍となっており、事業者課税である職業税が最

も税率格差が少ない税目となっている2。 

    法人課税についてこれまで述べた例では、日本では、住民課税より税率格差が大

きく、また、イギリスの場合は増税の対象となりやすいが故、既に地方税としては

廃止されてしまっていたが、フランスではむしろ住民課税や事業者・住民双方に課

税される税目に比べ、税率格差が少ない。この要因としては、フランスにおいても、

イギリスと同様、選挙権がない法人に対する安易な増税が問題視されており、法人

課税の増税を抑制する措置がなされていることが挙げられる。例えば、職業税の増

税は、住民課税である住居税の増税率を超えてはならないとの規定があり、また逆

に、住居税の減税を行なう場合には、職業税も同率以上引下げなければならないと

されている。 

    この他にも、国から地方への交付金の配分基準に、住民課税をどの程度行なって

いるかを示す財政努力（effort fiscal）という指標が採用されているものがあり、こ

れにより、住民課税による収入が大きければ大きいほど、交付金も多く受け取れる

仕組みが一部に採りいれられている。このように、選挙権をもたない法人に対する

安易な増税を防ぎ、住民課税を促進する仕組みが随所に採りいれられていることが、

フランス地方税制の特徴の一つとなっている。 

 

                                                   
1  ただし、職業税の課税標準には、固定資産の賃貸価格の他に、支払給与総額に課税する部分もある。
しかし、こうした支払給与に対する課税は、企業の雇用促進の障害となっているという認識のもとに、

2004年度までに段階的に廃止されることが決まっている。 
2  州内全ての自治体を合算した州単位の値での比較（1999年）。 
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ⅳ スウェーデン 

    スウェーデンでは、地方税としては、個人所得税のみが課税されており、イギリ

スと同様、法人課税がない。 

    スウェーデンでは、法定の標準税率は存在せず、イギリスと同様、地方税率は、

一般会計の収支尻を調整するよう必要税収額から逆算される。 

ただし、税率格差はそれほど大きくなく、上層自治体である県での比較で 1.17

倍、下層自治体である市町村での比較で 1.49 倍となっており、３倍以上の格差が

あるイギリスと比べ、それほど大きな格差はない。 

    スウェーデンの税率格差がそれほど大きくない要因の一つとして、かなり以前か

ら国による税率制限が行なわれていたことが挙げられる。 

    スウェーデンにおいても、戦後、高福祉政策の進展とともに、1960 年代以降、

地方歳出の膨張が顕著であり、毎年のように、地方所得税の著しい増税が続いてい

た。こうした状況下において、国は、当初は｢自発的増税停止勧告｣という形で1、

1990年代には立法による税率制限という形で2、地方税率の抑制を図ってきた。ま

た、最近では、増税に対し、それによる増収分の半分を交付金額から減額するとい

う制裁措置も実施されている3。 

    国が地方税率に制限を加えることに対しては、地方自治体の課税権が憲法上保障

されているスウェーデンでは、かなりの論争となったが4、一方で、国民の租税負

担率が限界に近かったことも事実であり、こうした税率抑制政策が、社会的には受

け入れられたものと考えられる。 

    

 

ⅴ ドイツ 

  ドイツでは、州税については、連邦法で税率が規定されており、州独自の税率設

定はできないため、税率格差はない。ただし、州税に関する連邦法の制定には、州

の代表者からなる連邦参議院の同意が必要とされており、州は自らの税に関する立

                                                   
1  1973年、76年、79年に勧告実施。 
2  1991、92年度に限っての時限立法。のちに１年延長され 93年まで法律による税率制限がなされた。 
3  1997年度から 99年度の間の３ヵ年の措置。 
4  これら税率制限の経緯・論争については、第５章スウェーデンの地方財政システムを参照。 
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法過程に関与していると言えるため、一概に州の課税自主権が乏しいとは言えない。 

  一方、市町村税については、共有税として配分されるものを除く主要税目につい

ては自由に税率設定ができ、法定の標準税率や制限税率もない。また、独自税目の

創設も可能となっている1。   

このように、ドイツでは、市町村に課税自主権が大きく与えられているが、これ

は、憲法上、市町村の自治権が財政上の自己責任と共に付与されており2、市町村は、

自ら課税自主権を活用して財政を運営していく責務を負っていることが理由と言え

よう。 

  このため、市町村税については、自治体間で比較的大きな税率格差が存在してお

り、格差は、事業者の所得に対し課税される営業税については 1.6 倍、農林業用資

産に対する固定資産税である不動産税Ａ（Grundsteuer A）については 2.2倍、そ

の他の資産に対する固定資産税である不動産税Ｂ（Grundsteuer B）については 2.0

倍となっている3。 

  なお、営業税は事業者に対する課税であるが、フランスとは異なり、これを抑制

する特別の規定はない。ただし、営業税は、前述した営業税納付金制度（営業税を

連邦・州へ拠出する代わりに共有税である所得税の配分を受ける制度）の導入（1970

年）や、かつて存在した支払給与、営業資本を課税ベースとする部分の廃止（それ

ぞれ 1980年、98年）等を通じて、市町村税に占めるウェイトは低下している4。 

     

 

ⅵ アメリカ 

  アメリカの州については、個人所得税、法人所得税、売上税などが主要税目とな

っているが、これらは必ずしも全州で課税されているわけではなく、また、課税さ

れている州でも、課税標準や累進段階などが異なっており、税率だけを採り上げて

単純に比較することはできない。 

  参考までに 1999 年の税率で述べると、個人所得税、法人所得税の税率では、最

                                                   
1  ただし、連邦法で定められたものと同種でないものに限られるなど、いくつかの規制がある。 
2  基本法第 28条第２項 
3  市町村税率の州単位での平均値での比較。（2000年） 
4  営業税縮小の経緯は第４章参照。 
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も高い所得区分に適用される税率で、いずれも 12％1が最大となっている一方、個

人所得税は６州、法人所得税は５州で、課税自体行なわれていない。また、売上税

の税率は、最高で７％2となっているが、５州では課税されていない。ただし、州税

だけでなく地方政府も売上税を課している州、州税だけが課せられる州、州税はな

く地方政府のみが売上税を課す州、いずれもが課税していない州と、４つのパター

ンがあり、州税と地方政府税を合算した場合の最大税率で比較すると、最大が 11％
3、州・地方いずれもが課税していない州（すなわち税率０％の州）が、４州ある。 

  一方、地方政府が課す財産税については、州により、税率に上限を設けていると

ころ等もあるが、基本的には、地方政府が任意に設定できるようになっている。一

般的に、イギリスやスウェーデンと同様、所要税収から逆算する方法で税率が決定

されており、このため、税率は地方政府毎に異なる。 

  アメリカでは、地方政府毎に、州から授権する業務分掌が異なっており、単純な

税率での比較は意味をなさないが、参考までに、州単位で住民１人あたりの地方政

府の課す地方税の負担額をみると、最大のニューヨーク州で、2,109＄／人、最低の

アーカンソー州で、457＄／人と、実に 4.6倍もの差が存在している（1996年度）。 

 

 

ⅶ カナダ 

  カナダもアメリカと同様、州の税体系や、州下の地方政府の組織が州によって異

なる点で、税率比較が困難な国である。 

  州税では、法人所得税、売上税については、課税標準の算定方法自体が異なって

おり、税率での比較は意味をなさないが、個人所得税については、1999年現在、ケ

ベック州を除く全ての州が、連邦の所得税額に対し税率を乗じる方式で、州の所得

税額を計算しており、一応の税率比較が行なえる。1999年の個人所得税の税率は、

最大がニューファウンドランド州の 69％、最低がオンタリオ州の 39.5％となって

おり、両州の差は 1.74倍となっている。ただし、多くの州で、所得区分に応じて、

                                                   
1  個人所得税は、ノースダコタ州、法人所得税はアイオワ州で、12％が適用されている。 
2  ミシシッピ州、ロードアイランド州の２州が７％。 
3  アラバマ州。 
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州の付加税が加算されており、一概にオンタリオ州の課税が少ないとは言えない1。 

  また、地方政府の課す固定資産税についてもアメリカと同様、一概に税率比較は

できないが、カナダにおいても、殆どの地方政府で、歳出予算から計算された必要

税収額を基に、税率を逆算する仕組みが採りいれられており、税率は地方政府ごと

に毎期異なる。 

 

 

③ 税率格差の機能と問題点 

以上、税率格差を中心として、各国の地方税制をみてきたが、日本とドイツの州を

除く各国では、基本的に地方税率に格差があり、それを不平等とする思想に乏しい。

以下では、こうした税率格差が恒常的に発生するようなシステムのメリット、デメリ

ットを考察し、税率が固定的な我が国との比較を行いたい。 

 

ⅰ 地方税率の機能 

 各国とも、地方税目は、課税標準や減免措置が法定であっても、税率については、

地方の裁量事項としているものが殆どである。 

 こうした権限を付与することによって、地方自治体が自らの裁量で財源を調達し、

自らの歳出に対し責任をもつことが図られている。例えば、他の自治体より税率が

高い自治体は、他の自治体より行政サービスが優れていることを住民に対し証明せ

ねばならず、その評価は、選挙によって納税者の審判に服すことになる。 

 このため、多くの国で、納税者と選挙民が一致することを意識しながら、地方税

制が構築されており、非有権者である法人に対する課税が制限される傾向がある。 

 このように、地方税率は、自治体の行政サービスの質と、それに対する住民の評

価をつなげる重要な橋渡しの機能が各国で期待されている。 

 固定的な地方税率のもとでは、このような、税率設定水準によって住民（選挙民）

が行政の効率性を監視する機能が働きにくく、また、住民にとっても、負担が一定

であれば、地方の財政状況など考慮せず、無制限に行政サービスの向上を求めるこ

                                                   
1  例えば、オンタリオ州では、3,700カナダ$超～4,680カナダ＄の課税所得に対しては、39.5％の税率
で計算された額のさらに 20％が付加税として加算される。また、4,600カナダ＄を超える部分に対して
は、付加税率は 50％に上昇する。（1999年） 



 58

とが合理的となり、その結果、費用対効果を無視した歳出が実行され、地方債の増

加など、財務体質の悪化につながりやすいと考えられる。 

 

 

（参考）経常会計と資本会計の分離 

起債による財源補填は、現世代の税負担を将来世代に繰り延べるものであるから、

住民の自治体外への転居が比較的容易な地方レベルでの起債は、受益者と負担者が

一致しない可能性があり、慎重な取り扱いが必要である。 

しかし、起債の全てを制限し、翌年度以降にも便益が生じる投資的経費の財源全

てを、その期の住民の税負担で賄うことも、受益と負担の観点からみれば、適当で

はなく、また、実際上も、不可能であると言えよう。 

こうした問題に対処するため、経常会計と資本会計との分離が、多くの国で行な

われている。 

会計方式は各国とも細部では異なるものの、おおまかに言えば、後年度も便益が

享受できる投資的経費は、経常会計（一般会計）とは別の、資本会計で整理し、起

債で資金調達することを認め、これらの利払費や元本償還費は、それらの便益に対

する単年度分の対価として、経常会計から支出し、経常会計の収支は、赤字になら

ないよう、税率で調整するというものである。 

通常、各国とも、経常会計では、起債による資金調達が禁止されているが1、逆

に、経常会計の収支を地方税収で賄える限り、税率を低く設定していても、資本会

計での起債が制限されるということはない2。 

完全な発生主義会計では、投資的経費は、貸借対照表の資産の部に計上され、各

期の損益には、その減価償却費が計上されるのであるが、通常、各国とも地方税率

の算定上は、現金支出の伴わない減価償却費に代え、通常の発生主義では損益に影

                                                   
1  通常、徴税のタイム・ラグを埋めるためなどに行なう短期債については、経常会計での起債も認めら
れている。 

2  ただし、投資目的であれば無制限に起債が認められるわけではなく、イギリスのように、地方の起債
総額に国がシーリングを設定している国もある。なお、日本では、軽減税率を適用している自治体の起

債には、国の許可が必要である。 
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響を与えない元本償還費を計上している1。 

イギリスやスウェーデン、アメリカ（地方政府）、カナダ（地方政府）など多く

の国で2、一般会計の収支を税率の調整で均衡させる仕組みが用いられているが、

これらの国では、このように、発生主義の考えのもとで計算された当期分の費用の

みを、当期の税収で賄う仕組みが構築されている。 

 

 

ⅱ 税率格差の弊害 

 各国にみられる税率格差の要因としては、いくつかのものが考えられる。例えば、

その自治体の提供する行政サービスの差が、税負担の格差となって現れるものや、

自治体の行政効率の優劣が格差となって現れる場合である。これらの格差は、選挙

権をもつ住民自らが選択したものであり、不平等とはみなさないのが、各国に共通

した考えである。 

 しかし、こうした住民の責任としての要因ではなく、非裁量的な要因によって税

率格差が発生する場合も考えられる。 

例えば、大規模な企業や工場からの莫大な税収がある自治体に住んでいる人の税

負担が軽い一方、過疎地で納税者が少ない自治体に住んでいるがために、高税率で

課せられる場合（税源の偏在）や、豪雪地や水害の多い地域など、気候や地理条件

によって、自治体の特別な行政需要が発生してしまうがために、他の地域と比べ、

高税率で負担しなければならない場合（特殊需要の存在）などである。これらは、

いずれも、ただ住んでいる場所が違うという理由だけで、税率に格差が生じてしま

う例である。 

 各国とも、こうした非裁量的な要因による税率格差は、極力排除するよう税源の

偏在が少ない税目が地方税目として採用されており、また、国からの交付金による

                                                   
1  無論、元本償還費は、返済期間や返済方法により実際の減価償却費と一致しないが、例えばイギリス
では、地方債は一律、25年の均等返済という仮定をおいて（すなわち固定資産は一律、25年の定額償
却という仮定をおいて）、毎期、経常会計から債務残高の４％を、債務返済準備金として積み立てるこ

とが義務付けられている。 
2  アメリカ、カナダでは地方政府の多くにこの仕組みが採り入れられている。 
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調整も行なわれている1。 

 ただし、交付金では、税源の偏在については、多くの国で調整が行なわれている

ものの、測定が難しい需要面での格差については、各国とも対応に苦慮している。 

実際に、交付金制度で明確に需要格差の解消が図られているのは、今回の比較対

象国では、日本、イギリス、スウェーデンの３カ国だけである2。 

 

                                                   
1  ただし、アメリカについては、連邦が州間の財政力を調整する制度がかつては存在したが、現在は廃
止され、こうした非裁量的要因も州の自己責任で対処されている。 

2  フランスにおいても、需要の考慮は若干ある。ただし、自治体の全サービスを網羅した包括的なもの
ではない。なお詳細については第４章を参照されたい。 




