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第３章 財政調整制度の国際比較 
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  国から地方への財源移転は、使途を特定しない一般交付金と、使途を特定した特

定補助金とに分けられる1。 

  一般に、特定補助金は、特定の事業の実事業費等を考慮して交付されるものであ

り、地方自治体の財政力を調整するという視点から交付されるものではない。 

  一方、一般交付金は、特定の事業費の多寡ではなく、各自治体の財政力等を考慮

して、機械的な基準に従って各自治体に分配されるものであり、財政調整の役割を

担う。 

  本稿では、自治体間の財政力を調整する一般交付金に焦点を当て、各国でどのよ

うな調整が行なわれているかを比較したい2。 

   

 

1. 各国の一般交付金制度 

ここではまず、各国における交付金制度の概要を説明したい。 

 

 ① 日 本 

   本稿では、日本については、国からの財源移転のうち、一般財源に分類される地方

交付税、地方譲与税3、地方特例交付金4の３者を一般交付金と定義する。 

   日本の地方歳入5に占めるこれら一般交付金の割合は、1999年度で、約 21％（地方

交付税 20.1％、譲与税 0.6％、地方特例交付金 0.6％）となっており、地方交付税が、

主要な位置を占めている。 

                                                   
1  このような使途の特定の有無で交付金と補助金とに分類する方法は、多くの国で行なわれている。英
語標記では、前者は“General Grant”、あるいは“General Purpose Transfer”などと記され、後者
は“Specific Grant”、あるいは“Specific Purpose Transfer”などと記されている。 

2  なお、どの程度の制限をもって“使途を特定している”とみなすかという点で、国によって若干の定
義の差があるが、本稿では、基本的に各国政府の分類基準に従っている。 

3  地方譲与税とは、国税として国が徴収した税金を客観的な基準に従って地方自治体に譲与するもので
ある。地方道路譲与税や石油ガス譲与税のように、広く道路に関する費用に充てなければならないとい

う使途制限がついたものもあるが、これについては、特定の道路のための財源ではなく、また、配分基

準についても、各自治体の実際の道路事業費ではなく、道路延長や面積などの客観的基準となっている

ため、一般交付金に分類した。 
4  住民税（所得割）の最高税率引き下げ及び定率減税の実施、並びに法人事業税の税率引き下げなどの
地方税減税や、所得税減税に伴う交付税原資の減少などに対する財源補填として 1999年に創設された。 

5  都道府県・市町村合算ベース。以下同じ。 
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  ⅰ 地方交付税の総額決定方法 

   (1) 法的な位置付け 

     地方交付税の財源は、国税５税の一定割合1（この比率を交付税率という）とす

ることが法定されており、この額の 94％が普通交付税、残り６％が特別交付税と

なる。 

普通交付税とは、客観的な係数や統計データを基に各自治体に配分されるもの

で、特別交付税とは、普通交付税の算定上、考慮されなかった特別の事情等を勘

案して配分されるものである。 

     普通交付税では、地方自治体毎に計算した基準財政需要額と基準財政収入額と

の差額（財源不足額）が各地方自治体に分配されるのであるが、この財源不足額

の全地方自治体分を合算した額が、普通交付税総額に対し過不足を生じた場合に

は、以下の方法で調整されることが法定されている2。 

 

   ・普通交付税総額に余りが生じるとき＝余剰分は特別交付税の総額に加算 

   ・普通交付税総額に不足が生じるとき＝不足額は、財源不足団体の基準財政需要額で按分して減額 

 

     このように、原則的には、交付税の総額と国税５税の一定割合とは、一致する

よう調整される。 

しかし、一方で、法律上、普通交付税の総額が地方団体の財源不足額の合算額

と著しく異なる状態が続く場合には、地方行財政制度の改正か、交付税率の変更

を行なうことも定められている3。 

これに基づき、地方の財源不足額を埋めるべく、過去から交付税率の引き上げ

が行なわれてきたが、交付税率の引き上げは、即ち、国庫の収入減を意味し、国

家財政を圧迫することに繋がる。このため、無制限に交付税率を引き上げること

も困難であり、過去から、特例法の制定などを通じ、交付税特別会計による借入

                                                   
1  所得税および酒税の 32％、法人税の 35.8％、消費税の 29.5％、たばこ税の 25％（地方交付税法第６
条第１項および交付税法附則第３条の２） 

2  地方交付税法第６条の３第１項および第 10条２項。 
3  地方交付税法第６条の３第２項 
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などの方法を併用して、財源を補ってきた1。 

 

     (2) 地方財政計画 

地方財政計画とは、｢地方団体の歳入歳出総額の見込額｣を示したもので、これ

は、法により、国会への提出と一般への公表が、内閣に義務付けられている2。 

       前述したように、地方交付税の総額は、原則的には国税５税の一定割合とされ

ているが、近年は、この額では不足する状況が続いており、この地方財政計画上

の収支尻が均衡するよう、交付税の総額やその他の財政措置が決定されている。 

       地方財政計画では、地方自治体の普通会計に属する歳入・歳出項目が網羅され

ているが、地方自治体に計画通りの歳入や歳出を強制するものではない。歳入・

歳出とも客観的に推測される通常の水準における経費と収入を示したものであ

り、これらは一定の方法で計算される。たとえば、地方税収の算定には、標準税

率が用いられているが3、地方自治体は、超過課税を行なうなど独自の財源手当て

を行なって、計画外の歳出を行なうことも可能である。 

      

 

ⅱ 地方交付税の自治体間での分配4 

地方交付税は、公式に従って配分される普通交付税と、普通交付税の算定上考慮

されなかった特殊事情を考慮して配分される特別交付税とがある。 

      ここでは普通交付税の配分方法について採り上げる。 

   

 (1) 全体の構成 

       地方交付税は、各地方自治体毎に基準財政需要と、基準財政収入を計算し、そ

の差額（財源不足額）が各自治体に配分される。 

       差額が負の数となる自治体の交付額は０（不交付団体）にはなるが、マイナス

                                                   
1  国の長期債務残高は、14年度末（見込）で 528兆円にも達し、これ以上の交付税率引上げは困難で
ある一方、交付税特会借入金の残高についても 14年度末（見込）の残高で 46.1兆円（＝都道府県、市
町村分を併せた交付税総額２年分に相当）にも達している。 

2  地方交付税法第７条。 
3  税率設定の自由度がない税目については一定税率で算定される。 
4  日本の地方交付税制度については、石原信雄 ｢新地方財政調整制度論｣（2000）が詳しい。 
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にはならず、財源の拠出を求められることはない。 

 

(2) 基準財政収入の算定方法 

基準財政収入として算定される項目は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金

などである。手数料・利用料収入などはこれに含まれないが、これらは、歳出側

の控除項目として基準財政需要額から減額されている。 

なお、地方税については、地方財政計画上の算定方法とは異なり、標準税率（ま

たは一定税率）に、都道府県税で 80／100、市町村税で 75／100を乗じた税率（基

準税率）が用いられている。これは、地方自治体が、自らの努力で課税標準額を

増やした場合などに、その増収分の全てが交付税の減額で相殺されてしまうこと

を防ぐための措置である。 

 

(3) 基準財政需要の算定方法 

基準財政需要は、各地方自治体の標準的な一般財源所要額を示したもので、経

常経費、投資的経費、公債費など、自治体の歳出を網羅的に対象としている。こ

れらは、通常、行政費目毎に、単位費用×（測定単位の数値×補正係数） の式で

計算される。 

測定単位とは、行政需要の変化を反映する数量の単位で、例えば、警察費では

警察職員数、高齢者保健福祉費では高齢者数1などが採用されている。測定単位に

は、通常、統計的分析により、それぞれの歳出との間の相関係数が高いものが採

用されている。 

単位費用は、これら測定単位１単位あたり、いくら経費がかかるかを示したも

のである。単位費用は、通常、標準的な規模の自治体を想定し、それによる標準

的な歳出額から特定財源を控除した額を、測定単位の数値で除することにより、

逆算される。 

測定単位については、補正係数が乗じられるが、補正の種類は広範かつ多岐に

わたっている。 

                                                   
1  経常経費の算定では 65歳以上人口と 70歳以上人口が、投資的経費では 65歳以上人口が採用されて
いる。 



 66

補正の種類としては、①種別補正、②段階補正、③密度補正、④態様補正、⑤

寒冷補正、⑥数値急増・急減補正、⑦合併補正、⑧財政力補正の８つがある。 

概要を述べれば、①の種別補正とは、例えば、高等学校費で生徒数を測定単位

とする場合に、生徒１人当りに要する経費は、普通科と商業科・家政科、工業科

など学科によって異なり、また、全日制、定時制などの課程によっても異なる。

このような、測定単位に各種の種別がある場合の単価差を考慮するものである。 

②の段階補正とは、行政効率のスケールメリットを考慮した補正である。一般

に人口が少ない自治体ほど、一人当りの行政需要は割高になり行政効率が低下す

ることが考えられることから、こうした差を、段階補正により調整している。 

③の密度補正には、種々のものがあるが、当該測定単位数の中に、特に行政コ

ストがかかる対象がどれだけいるかの割合を考慮した補正が多い。具体例として

は、小・中学校費の測定単位の一つに生徒数があるが、生徒数の中に遠距離通学

者の割合がどれだけいるかなどが、この補正で考慮されている。 

④の態様補正についても内容は多岐にわたり、都市化の進展に伴う財政需要の

増大を考慮するもの、離島などの遠隔地自治体の通信費等、諸経費の増大などを

考慮するもの、職員の年齢構成からくる人件費などの経常経費の差を考慮するも

の、道路の未整備率や学校校舎不足面積など資本の整備状況からくる投資的経費

の必要度の差を考慮するもの、公共事業費の地方負担額や地方債の元利償還費の

一定割合を直接算入するものなどがある。 

⑤の寒冷補正は、寒冷地や豪雪地の特殊需要を考慮するもので、また、⑥の数

値急増・急減補正は、人口や高齢者数が急増する場合の特殊需要の発生、あるい

は逆に急減するためにスケールメリットが失われる場合などの影響を考慮するた

めのものである。 

⑦の合併補正は、行政の一体化に要する経費や行政水準・住民負担の格差是正

のための経費などを、考慮するものである。 

最後に、⑧の財政力補正とは、単独災害復旧事業に係る債務の償還費が、財政

の一定割合を超える自治体に対し、償還費負担を軽減するための補正である。 

このように基準財政需要の算定では、多くの補正がなされており、かなり複雑

な計算がなされている。 
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ⅲ 財政調整状況 

我が国の都道府県において、住民一人当りの地方税収の格差と、地方税収に交付

税1の額を加えた額での住民一人当りの格差を、一人当り地方税収上位５県と下位５

県との間で比較したものが、図３－1である。 

我が国では、一人当り税収上位５県の平均税収は、全県平均の 1.3 倍となってい

る一方、逆に下位５県は全県平均の７割程度しかない。 

一方、これに交付税を加えると、下位５県では、全県平均を超え、平均の 1.2 倍

の歳入を得るのに対し、上位５県では、全県平均の 87％まで低下してしまう。 

このように我が国では、上位と下位が入れ替わる逆転減少が発生している。 

歳入歳出差額補填方式の地方交付税では、税収面での格差のほかに、需要面での

格差も考慮しているため、歳入均等化分以上の調整は、全て需要の格差、すなわち

基準財政需要の格差に起因する。 

我が国では、基準財政需要の算定において、段階補正で、低人口地域の行政効率 

 

                                                   
1  普通交付税のみ。 

(注１）全県平均を１とした。

(注２）一人当たり地方税収上位５県＝東京、愛知、福井、静岡、大阪

        一人当たり地方税収下位５県＝沖縄、長崎、鹿児島、奈良、宮崎

(注３）東京都の税収からは、市町村税の都徴収分を控除してある。

(注４) 地方交付税には、特別交付税は含んでいない。

（資料）地方財政統計年報（総務省）ほか

図3-1　日本：都道府県の財政調整状況 （1999年度）
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の低下などが考慮されており、このような逆転減少が発生する要因の一つとなって

いる。 

次に、市町村レベルでの財政調整状況をみてみたい。 

図３－２は、｢大都市｣、｢それ以外の市｣、｢町村｣の別に、一人当り税収、および

一人当り税収＋交付税の額を記している。 

これによれば、一人当り地方税では、｢町村｣が全国平均の 68％しかない一方、｢大

都市｣の場合は全国平均の 1.5倍にも達し、都道府県の場合以上に、格差が大きくな

っている。 

一方、これに交付税を加えると、都道府県の場合と同様、税収が少ない｢町村｣が｢そ

の他の市｣、｢大都市｣を超えて、最も大きくなる逆転減少が発生する。 

(注１）全国平均を１とした。

(注２）大都市＝札幌市、仙台市、千葉市、特別区、横浜市、川崎市、

　　　　　　　　　 名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市

(注３）東京特別区を含む大都市の税収には、市町村税の都徴収分を加算してある。

(注４) 地方交付税には、特別交付税は含んでいない。

(注５）政令指定都市、中核市、市、町村等の所掌事務の違いによる交付額の影響については考慮していない。

（資料）地方財政統計年報（総務省）ほか

図3-2　日本：市町村の財政調整状況（1999）
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日本の財政調整制度の特徴

一方、｢大都市｣の場合、格差は大幅に縮小するも、税収での超過分の一部が残さ

れ、依然、平均を上回った状態となる。 

結果、標準的な税収をもつ、｢その他の市｣が平均を下回り、最も一人当り収入が

少なくなっている。 

前述したように、我が国の都道府県レベルの配分では、過疎地のほうが、行政効

率の低下により一人当りのコストが増大することが反映した形となっているが、一

方で、イギリスやドイツなどでは過密地のほうが都市問題や高賃金による人件費の

増大などから経費がかかると認識されており、我が国の市町村レベルでの配分では、

この両方が反映した形となっている。 

このように、過疎地に重点的に配分する一方で、都市部の需要も考慮するのは、

後述するスウェーデンにも共通する傾向である。 

 

 

    

・ 一般交付金は、地方交付税（普通交付税）が主体。 

・ 普通交付税では、歳入歳出差額補填方式が採用。 

・ 財政力のある自治体からの資金の拠出はない。（水平調整はない） 

・ 低税収の自治体と高税収の自治体との歳入が、交付金により逆転する。 

 

 

 

 

② イギリス 

ⅰ 財政調整の仕組み 

イギリスの一般交付金は、地方歳入の 38％を占めており、主要歳入項目となって

いる。一般交付金は、主なものとして1、事業用レイト（Non-domestic Rates）と、

歳入援助交付金（Revenue Support Grant）の２種類があり、それぞれ、地方歳入

                                                   
1  この２種の他に、SSA減額補助金というものがあるが、額が僅少なので、ここでの説明は省略する。 
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の 15％、23％を占めている1。 

事業用レイトとは、事業用資産に対する固定資産税の名称である。これは、かつ

ては地方税であったが、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

能となる点が問題視され、1990年に国税化されたものである。それ以降、これによ

る税収を、地方自治体の人口比で配分する一般交付金となっている。 

歳入援助交付金とは、地方自治体ごとに標準的な行政需要（標準支出査定額：

Standard Spending Assessment）を計算し、そこから、各自治体の事業用レイト分

配額と、標準税収（標準カウンシル税：Council Tax for Standard Spending）とを

控除した額を配分する歳入歳出差額補填方式の交付金である。 

事業用レイトの交付総額は、実際の徴税額と一致するが2、歳入援助交付金の総額

については、地方の標準支出査定額の総額から、事業用レイト税収総額、および、

標準税収の総額を控除した額として決定される。 

標準支出査定額は、｢国が適当と考える地方歳出の水準｣3と定義されており、その

総額は、国が策定する公共支出計画（New Public Spending Plans）上で決定される。 

公共支出計画とは、国、地方、公営企業を含む全公共セクターの翌３ヵ年にわた

る歳出計画を示したもので、マクロ経済の動向を踏まえつつ、政府の中長期的な優

先政策を実現するため、財務省を中心に作成されるものである。これ自体は議会の

議決の対象とはならないが、毎年度の国の予算は、ほぼこれに沿った形で決定され

ている4。これにより、現制度が導入された 1998 年以降、地方の標準支出査定額に

ついても、翌３ヵ年分の総額が、国によって事前に決定されている。 

一方、標準税収の総額についても、イギリスの地方税には、法定の標準税率がな

いことから、所与のものとしては計算されず、地方との協議を経て、国によって政

策的に決定される。通常、前年からの歳出の増加分を、交付金の増額と地方税の増

税で折半して負担するよう決定されており、標準税率は、こうして決定された標準

                                                   
1  比率はいずれも 1999年度。 
2  ただし、徴税費用等、一部、分配額から控除される部分がある。 
3  “Local Government Finance 1997/98 SSA Methodology Guide”／DETR 
4  公共支出計画については、｢民間の経営理念や手法を導入した予算・財政のマネジメントの改革｣／財
務省財務総合政策研究所（2001）が詳しい。 
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税収総額を全国の課税標準総額で除することによって逆算される。このため、標準

税率は、毎期異なる1。 

 

ⅱ 財政調整状況 

   図３－２は、住民一人当りの地方税収の格差、および、地方税収に事業用レイト、 

歳入援助交付金の額を加えた場合の一人当り歳入の格差を、首都圏2、大都市圏3、地

方圏4の３つの地域別に比較したものである5。 

 

                                                   
1  しかし、イギリスの標準税率は、単なる交付金算定上の指標として用いられているだけで、実際には、
殆どの自治体で超過課税が行なわれており、標準税率と実際税率との乖離は大きい。2000年度で言え
ば、イングランド全 354自治体のうち、98％にあたる 348自治体が超過課税を行なっており、結果、
標準税率が 696£（Ｄ価格帯適用税率）なのに対し、全自治体の平均税率は 847£（標準税率の約 1.2
倍）となっている。 

2  首都ロンドン近郊の 33自治体の平均値。 
3  マンチェスター、リバプールなどのイングランドの主要都市を中心とした６つの地域にある 36自治
体の平均値。 

4  首都圏、大都市圏以外の地域に存在する 319自治体の平均値。 
5  イングランドでは、自治体の構造や業務分掌が地域毎に異なっており、個々の自治体単位での比較は
意味をなさないことから、業務分掌をそろえるため、このような分類を行った。 

(注）全自治体平均を１としている。

(資料）SSA Authority by Authority / DETR

図3-2　イギリス（イングランド）の財政調整状況(1999)
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イギリスの財政調整制度の特徴

   これによれば、地方税収だけでの格差は、94％から 106％の間となっており、法

人課税がないことから、我が国に比べ、格差は非常に小さい。なお大都市圏の税収 

が地方圏を下回るのは、大都市圏の経済低迷が続いていることによる1。 

   これらの格差は、一人当り同額が交付される事業用レイトにより半減するが、歳

入援助交付金により、格差は逆に拡大し、また、大都市圏と地方圏の順位が入れ替

わる逆転減少が発生する。 

これは、歳入援助交付金では、我が国の普通交付税と同様、歳入歳出差額補填方

式が採用されており、税収の格差だけでなく、行政需要の格差もが考慮されている

ことによる。 

 ただし、イギリスの場合は、首都圏の賃金水準が高く人件費がかかることや、大

都市圏での、失業者等への各種補助などの特殊需要が考慮されており、過疎地へ重

点的に配分される我が国の交付税と異なり、むしろ都市部への配分が大きくなって

いる。 

 

 

    

 

・ 一般交付金は、事業用レイトと歳入援助交付金からなる。 

     ・ 事業用レイトは人口按分。 

      ・ 歳入援助交付金は、歳入歳出差額補填方式。 

     ・  標準支出の総額の増加は、交付金総額の増額だけでなく、地方税の増税でも負 

担される。（地方歳出の増加による負担を国と地方とで分担） 

     ・ 交付金算定上の標準税率は、毎期変更される。 

     ・ 水平調整制度はない。 

      ・ 交付金は都市部へ重点配分。 

 

                                                   
1  大都市圏は、かつて鉄鋼や自動車などの第二次産業で繁栄していた地域であるが、産業構造の変化に
伴う経済低迷で、多数の貧困者やホームレス、失業者が発生している状況となっている。近年、イギリ

ス経済は比較的好調であるにもかかわらず、これらの地域の経済低迷は続いており、現地では、｢失わ

れた地域（Lost Area）｣と呼ばれているようである。 
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③ フランス 

 ⅰ 財政調整の仕組み 

フランスの、国から地方への交付金は、地方歳入の約 22％を占めている1。 

交付金の種類は多く、主なものを挙げれば、①かつての地方税を交付金化して創設

された地方分権総合交付金(dotation globale de fonctionnement)、②公共投資に関す

る付加価値税の還付的性格を有した付加価値税補償基金(fonds de compensation 

pour la taxe sur la valeur ajoutée)、③国から地方への業務移管に伴い創設された地

方分権総合交付金(dotation generale de décentralisation)、④公共投資に関する特定

補助金を統合して創設された公共事業総合交付金(dotation globale d’équipement)な

どがある2。 

交付総額の決定方法や各地方自治体への分配基準は、それぞれ交付金毎に異なって

いるが、交付総額については、消費者物価上昇率や、ＧＤＰ成長率などのマクロ経済

指標にリンクさせて決定されるものが多い3。 

個々の地方自治体への分配では、財政力（potentiel fiscal）や、財政努力（effort fiscal）

などの指標が、主に用いられる。 

財政力とは、全国平均税率を適用した場合の主要４税の税収を指し、通常、住民一

人当りの額が用いられる。この値が小さいほど交付額が大きくなることから、歳入均

等化的な効果がある。 

一方、財政努力とは、各自治体が、住居税などの住民課税をどの程度行なっている

かを示す指標で、“主要４税4から法人課税である職業税を除いた（主要３税）税収額

÷ 主要３税の全国平均税率での税収”の算式で計算される。これにより、全国平均

以上に住民課税を行なっている自治体の交付金が増額されることとなり、これについ

ては歳入均等化と逆の効果をもたらす。 
                                                   
1  フランスでは地方歳入に占める一般交付金を示すデータが公表されていないため、この数値は、国家
予算上の地方への交付金の交付総額（2001）を、地方自治体予算の歳入総額（2000）で除した概算値
である。ただし、これには地方税の減免措置に対する補填として国から交付する額を含めておらず（こ

れらはフランスの統計では地方税に含まれている）、これを考慮すると概算で、地方歳入の約４割を交

付金が占めていることになる。 
2  これら４つの交付金で、交付金総額の９割近くを占めている。 
3  経常総合交付金、地方分権総合交付金などがこの方法で総額が決定される。なお、公共事業総合交付
金については、公的固定資本形成の伸びにリンクしている。 

4  住居税、既建築地不動産税、未建築地不動産税、職業税 
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ただ、交付金によっては、こうした指標を用いず、自治体間のシェアを固定したま 

ま、単に前年の交付額に総額の伸び率を乗じるだけというものもあり1、2、また、交付

金によっては、これらの配分指標を、複数組み合わせて用いられているものもあるな

ど3、かなり多様な制度となっている。  

 

ⅱ 財政調整状況 

   図３－３は、フランスにおける財政調整状況を示したものである。ここでは、住 

民一人当りの地方税収4の格差、および主要交付金（経常総合交付金、付加価値税補

償基金、地方分権総合交付金、公共事業総合交付金）交付後の歳入格差を、一人当り 

                                                   
1  地方税の国税化に伴う財源補填のために創設された交付金や、特定補助金を統合して創設された交付
金については、財政調整というよりは、むしろ地方歳入減少分の補填的要素が強く、配分シェアの固定

化に繋がっているものと考えられる。 
2  例えば、交付金の中で最も規模の大きい経常総合交付金についても、配分総額のうち約半分は、各自
治体のシェアが固定されており、他では、地方分権総合交付金なども、全額が、地方自治体への配分シ

ェアが固定されている。 
3  複数の配分基準を組み合わせて算出されている例としては、経常総合交付金、公共事業総合交付金な
どが該当する。 

4  国による地方税の減免措置への補填分を含む。 

(注1）全自治体平均を１としている。

(注2）主要交付金＝経常総合交付金、付加価値税補償基金、公共事業総合交付金、地方分権総合交付金

（出典）諸外国の地方税財政制度／財務省財務総合政策研究所

図3-3　フランスの財政調整状況（1997）
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フランスの財政調整制度の特徴

地方税収上位 10県と下位 10県との間で比較している1。 

   フランスの地方税は、法人を主たる納税者とする職業税のウェイトが大きいこと

から、税収での格差は、かなり大きくなっている。 

   これに、主要交付金を加えると、格差は縮小するが、依然、かなり大きい格差が

残る。 

フランスの交付金には、一部に財政力基準が採り入れられているが、他の要素で

の配分も大きく、完全に歳入格差を解消するまでには至っていない。 

 

 

 

   ・ 多数の一般交付金が存在（経常総合交付金などがシェア大） 

   ・ 交付総額はマクロ経済指標に連動するものが多い。 

   ・ 分配指標は多様。財政力の考慮が一部にあり。 

   ・ 歳入均等化の効果は限定的。 

 

 

 

④ スウェーデン 

 ⅰ 財政調整の仕組み 

    国から地方への交付金（一般国庫交付金：Generella statsbidrag）は、県の歳入

の７％、市町村の歳入の 11％を占めるにすぎない（1999）。 

    ただし、スウェーデンには、こうした国の資金による調整（垂直調整）のほかに、

財政力の豊かな自治体から乏しい自治体へ財源を移転する水平的な財政調整制度が

ある。 

これは、平衡交付金（Utjämningsbidrag）と呼ばれており、“全ての自治体に等し

い財政条件
．．
（equivalent financial conditions）を保障する2”ため、財政力のある自

治体からの拠出金を、財政力の乏しい自治体へ交付するものである。 

                                                   
1  パリを除くフランス本土全県（95県）での比較。 
2  Central Government Finances 2000 ／Ekonomistyrningsverket 
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   平衡交付金は、税収面と需要面を考慮する二つの要素からなり、税源の豊かな自

治体から乏しい自治体へ資金を移転するもの（歳入均等化要素：Inkomstutjämning）

と、気候条件や地理特性、住民の年齢構成などの諸条件による非裁量的な行政需要

の格差を考慮して、それらのコストがかからない自治体から、コストのかかる自治

体へ資金を移転する要素（需要要素：Kostnadsutjämning）とがある。 

   このように、平衡交付金は、税源の偏在と行政需要の格差の両方を考慮する点で、

日本の普通交付税やイギリスの歳入援助交付金と同様であるが、歳入面と歳出面が

それぞれ別個に均等化される点と、国庫からの資金を用いず、自治体間の資金のや

りとりだけで、全国平均水準に均等化される点で、スウェーデン独自の制度となっ

ている。 

   こうした平衡交付金による自治体間の資金のやりとりを通じて、税収面、需要面

で一人当りの水準が全国平均に均等化されたのち、国からの一般国庫交付金が、人

口に応じて各自治体に配分される。 

 

  ⅱ 財政調整状況 

    図３－４は、平衡交付金の２要素、および一般国庫交付金により、県間の財政調 

整がどのように行なわれているかを示したものである。 

 

(注）全自治体平均を１としている。

（資料）Svenska Statistiknäｔet

図3-4　スウェーデンの財政調整状況（平均税率ベース：1999）
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    ここでは、スウェーデンの全 21県から業務分掌の異なる Gotlands県を除いた 20

県の平均を１として、税収上位３県、下位３県、および中位 14県の一人当り税収お

よび、各交付金による調整後の一人当り収入の格差を比較している。 

    なお、スウェーデンでは、自治体毎に独自に税率を設定しているが、交付金の効

果をみるために、ここでは、交付金の算定に用いられる全国平均税率による標準税

収をベースに比較を行っている。 

    これによれば、標準税収での住民一人当りの格差は、0.961から 1.098の間となっ

ており、法人課税がないことから格差はかなり小さい。 

    これに、平衡交付金歳入均等化要素を加えることで、格差はほぼ消滅する。歳入

均等化要素では、税収が平均以上の自治体は、逆に資金を拠出しなければならない

水平調整の仕組みが採り入れられているため、ほぼ完全な均等化が達成される。 

    これに平衡交付金需要要素を加えることで、格差は再び拡大する。需要要素では、

極寒地域や過疎地域の行政需要が多く考慮されており、また逆に、過密地域である

都市部の行政需要も考慮しているため1、税収上位、下位の県が共に平均を超えるの

に対し、人口規模や気象条件などが標準的な中位 14県が、平均を下回る結果となっ

ている2。 

 これに、国庫から一人当り同額が交付される一般国庫交付金を加えると、格差は

縮小するが、地方税収の規模と比べ、交付額が小さいことから効果は限定的である。 

 このようにスウェーデンの調整は、税収面だけでなく需要面も考慮しているため、

最終的には、一人当り歳入の均等化は行なわれない。 

特徴的なのは、税収面、需要面での調整が、全て自治体間の資金のやりとりで行

なわれていることである。国庫からの交付金は、こうした自治体間の資金のやりと

りで均等化された後の全体の水準を、単に底上げするだけのものとなっている。 

    なお、スウェーデンでは、歳入面での均等化と需要面での均等化を別々に行なっ

ている点で、日本やイギリスの歳入歳出差額補填方式と異なるが、水平調整がある

ことによって、２要素の影響は相殺され、結果的には、歳入歳出差額補填方式と類

                                                   
1  一人当り税収が最も大きいのは、首都のある Stockholms県であるが、三位には、最も人口密度の少
ない Norrbottens県が入っている。このため、上位３県が需要保障要素で多くの交付を受けているのは、
都市部の高需要を考慮している側面と、過疎地の高需要を考慮している側面とが混在している。 

2  このような傾向は、日本の市町村の財政調整についても見られる。これについては後述する。 
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スウェーデンの財政調整制度の特徴

似した効果をもたらしている1。 

 

 

   ・ 国庫からの交付金とは別に自治体間での水平調整制度があり。 

   ・ 水平調整では、歳入の均等化、需要の均等化が別個に行なわれる。 

   ・ 国庫からの交付は人口按分で行なわれる。 

   ・ 過密地と過疎地に重点配分。 

 

 

 

 

⑤ ドイツ 

 ⅰ 財政調整の仕組み 

   連邦から州への交付金（連邦補充交付金：Bundesergänzungszuweisungen）は、

州歳入の 4.7％を占めるにすぎない（1998）。 

ただし、ドイツには、こうした連邦資金による調整のほかに、スウェーデンと同

様、財政力の豊かな州から乏しい州に交付金（調整交付金：Ausgleichszuweisungen）

が支払われる水平調整制度がある。 

また、共有税である付加価値税の各州への分配は、徴税地基準は採られておらず、

人口や州の財政力などの指標に従って行なわれることから財政調整的な役割を果た

している。 

   このように、ドイツでの州間の財政調整は３つの方法で行なわれており、①付加

価値税の分配、②調整交付金による水平調整、③連邦補充交付金による垂直調整と

いう順序を経て、調整がなされる。 

まず、付加価値税の配分が行なわれるが、これは、総額の 25％までを限度とし、

一人当り税収が全国平均の 92％を下回る州に対し、その水準まで優先的に配分され

（財政力基準）、残額は人口比によって各州に配分される（人口按分）。 

                                                   
1  水平調整がない場合は、歳入面、歳出面でそれぞれ平均以上の財政力がある自治体は、不交付団体に
なるだけで、超過分は自治体に留保できることになる。このため、歳入が平均より多い自治体、需要が

平均より少ない自治体、それぞれに留保分が発生し、歳入歳出差額補填方式と異なる結果になる。 
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次に、調整交付金によって、州間の財政力の水平調整が行なわれる。 

調整交付金では、補正1の行なわれた一人当り税収が配分指標として用いられてお

り、これが全国平均の 95％を下回る州に対し、全国平均を超過する州から調整交付

金が支給される2。 

最後に、連邦から連邦補充交付金による調整が行なわれる。連邦補充交付金は、

複数の交付金からなるが、ここでは、各州の特殊事情を考慮して交付されるものは

除き、一定の方法に基づいて交付が行なわれる不足額補充交付金（Fehlbetrags-BEZ）

を採り上げる3。 

不足額補充交付金は、調整交付金による調整後においても、一人当り税収（補正

後）が、全国平均値に満たない州に対し、連邦からその不足額の 90％が交付される

ものである。これにより、州の税収（補正後）は、最低でも全国平均の 99.5％まで

引き上げられ、歳入格差はほぼ消滅する。 

このように、ドイツの財政調整は、各州の、人口一人当りの歳入を均等化するこ

とを目的とする歳入均等化型であり、我が国やイギリス、スウェーデンとは異なり、

行政需要の格差は考慮されていない4。 

また、富裕州から財源を拠出させ、貧困州に交付するという水平調整制度がある

のも、大きな特徴の一つとなっている。 

        

 

ⅱ 財政調整の効果 

   図３－５は、ドイツにおける一人当り税収の格差、および各段階での財政調整の 

                                                   
1   ここでの一人当り税収は、州税だけでなく州内市町村税収の 50％を含み、また人口過密地域や港湾
都市への補正が行なわれたものを用いている。 

2  厳密には、92％を下回る部分についてはその全額、92～100％の部分については、その不足額の 37.5％
が支給される。この結果、92％ +（100％－92％）×37.5％＝95％ の水準まで引き上げられることと
なる。 

3  不足額補充交付金は、1999年で言えば、連邦補充交付金の約４分の１を占めている。その他の連邦
補充交付金としては、旧東ドイツ地域特別需要交付金、移行期補充交付金、財政再建特別補充交付金、

行政運営特別需要交付金などがある。これらは基本的に、各州の個別事情を考慮して交付されるもので

ある。 
4  ただし、港湾都市や高人口密度地域など一部の行政需要については、一人当り税収の額を補正する形
で考慮されている。 
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  効果を、一人当り税収の上位４州と下位４州との間で比較したものである1。 

   これによれば、付加価値税の配分前の税収での比較で、下位４州の税収は、全州

平均の 40％しかない。これは、旧東ドイツ地域の州とそれ以外との経済格差が極端

に大きいことが原因である。このような状況から、付加価値税の財政力基準での分

配は、その殆どが旧東ドイツ地域の州に対してなされており、下位４州の税収は、

全州平均の 85％まで引き上げられている。これに、住民一人当り同額を配分する付

加価値税の人口按分を加えることで、税収格差は上下とも全国平均の１割程度の範

囲内まで均等化される。 

   ここからさらに、調整交付金を加えることで、歳入格差は消滅するどころか、わ

ずかではあるが、上位と下位が入れ替わる逆転減少が生じる。逆転減少が発生する

理由としては、図３－５は、一人当り州税収を基準に作成しているが、実際の交付

金の算定では、単純な一人当り税収ではなく、州内の市町村の税収やその他の補正

が加えられたものを用いていることによる。不足額補充交付金でも同様、補正され

た税収が用いられており、単純な税収での比較では、歳入格差は若干拡大する結果

となっているが、格差の幅自体はわずかであり、歳入均等化が、ほぼ達成されてい

ることが分かる。 

                                                   
1  ただし、都市州は除いてある。上位４州：ヘッセン（西）、バーデン・ヴュルテンベルク（西）、バイ
エルン（西）、ノルトライン・ヴェストファーレン（西）。下位４州：メクレンブルク・フォアポンメル

ン（東）、ザクセン・アンハルト（東）、チューリンゲン（東）、ザクセン（東）。 

（資料）Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungsordnung/ BMF　等

図3-5　ドイツの財政調整状況（1998）
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ドイツの財政調整制度の特徴 

    

このように、ドイツの財政調整は、旧東ドイツ地域州が財政調整制度に加わった

1995年以降、旧東ドイツ地域州への大幅な資金移転を行なうものとなっている。し

かし、これだけの調整を行なっても、旧東ドイツ地域州の復興需要を賄うには十分

でなく、また、旧西ドイツ地域州の資金負担の増加も問題視されており、現在のと

ころ、これらには、別途、連邦から交付金が支給されるなど、歳入均等化とは別枠

の暫定的措置で1、対処されている。 

   このような、旧東ドイツ地域州の存在という特殊な事情を除いて、旧西ドイツ地

域州のみの財政調整状況をみると、比較的小さな調整で、歳入均等化が達成されて

いることが分かる。（図３－６2） 

 
 
   ・ 国庫からの交付金以外に、州間で財政力を調整する水平調整制度がある。 

・ 共有税である付加価値税の配分にも財政調整的要素がある。 

・ ①付加価値税の配分、②州相互間での水平調整、③連邦からの交付金の３段階で

の調整 

   ・ これらの段階を経て州歳入が全州平均にほぼ均等化される歳入均等化型 

 

                                                   
1  1999年の憲法裁判所の判決では、2004年 12月末日までに新たな分配基準を策定することを立法府
に命じている。 

2  上位４州：ヘッセン、バーデン・ヴュルテンベルク、バイエルン、ノルトライン・ヴェストファーレ
ン。下位４州：ザールラント、ライラント・ファルツ、ニーダーザクセン、シュレスヴィッヒ・ホルシ

ュタイン（都市州は除く） 

（資料）Bund-Länder Finanzbeziehungen auf der Grundlage der geltenden Finanzverfassungsordnung/ BMF　等

図3-6　旧西ドイツ地域州の財政調整状況（1998）
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アメリカの財政調整制度の特徴

⑥ アメリカ 

 (1) 財政調整の仕組み  

アメリカは、今回の比較対象国の中では例外的に、連邦による州間の財政調整制

度がない国である。かつては、一般歳入分与（General Revenue Sharing）という交

付金が存在し、分配指標として、各州の人口や、州民の所得水準のほか、対住民課

税を多く行なっている州に、より多くの交付金が交付される仕組みなども採りいれ

られていたが、連邦の財政難を理由に、1980年を最後に廃止されている1。 

 

 (2) 財政格差の状況 

   アメリカでの、各州の州民一人当りの税収格差を比較すると、上位５州は、連邦

平均の 1.4 倍もの税収を得ている一方、下位５州では平均の 73％にすぎない。この

ような大きな格差があるにもかかわらず、現在のところ、州間の格差は何ら調整さ

れておらず、各州の自助努力によって財政運営がなされている。 
 
 

   ・ アメリカには州間の財政力を調整する制度はない。（過去に廃止） 

   ・ 一人当り州税収の格差は大。これらは各州の自助努力で対処。 

 

⑦ カナダ 

 (1) 財政調整の仕組み  

   カナダでは、連邦から州への交付金は、医療社会福祉交付金（CHST：Canada 

Health and Social Transfer）と2、平衡交付金（Equalization Transfer）の２種類

が存在する。 

   医療社会福祉交付金の総額は、毎期連邦議会で決定され、これは、人口按分方式

で各州に分配される。 

   一方、平衡交付金では、ドイツと同様、歳入均等化方式が採られており、税収だ

                                                   
1  地方政府への交付は 1986年まで継続された。一般歳入分与制度の経緯は第４章を参照されたい。 
2  医療社会福祉交付金は、医療、社会保障、社会福祉、高等教育、幼児教育などに用途が特定されてい
るが、用途が広範なため、政府統計等では、通常、一般交付金（General Purpose Transfer）に分類さ
れており、本稿でもそれに従っている。 
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けではなく、鉱山資源、森林産業の免許料や、競馬や宝くじ収入などかなり広範な

歳入項目が均等化の対象とされている1。均等化の水準は、カナダ全 10州のうち、最

貧州４州2と石油危機以降財政力が著しく強化された産油州アルバータを除いた財政

力中位の５州3（基準５州）の平均値が用いられている。平衡交付金は、水平調整が

ないことから連邦からの資金で全てが賄われるが、総額は、基本的には、各州の歳

入水準を基準５州平均まで引き上げるために必要な額となっている。ただし、連邦

財政に過度の負担をかけないよう、ＧＤＰ成長率にリンクしたシーリングもある。 

   なお、準州３州には平衡交付金は交付されないが、代わりに、連邦から準州交付

金（Territorial Formula Financing）が交付される。これは、平衡交付金とは異な

り、歳入歳出差額補填方式（gap-filling principal）で、各準州への交付額が決まる4。 

 

 (2) 財政調整状況  

   図３－７は、カナダの州（準州を除く）の財政調整状況を示したものである。こ 

 

                                                   
1  歳入項目は過去から順次、追加がなされ、現在の項目数は 33となっている。 
2  ニューファウンドランド州、ニュー・ブランズウィック州、プリンス・エドワード・アイランド州、
ノヴァ・スコシア州 

3  ケベック州、オンタリオ州、マニトバ州、サスカチュワン州、ブリティッシュ・コロンビア州の５州。 
4  ただし、準州交付金算定上の標準支出の計算では、準州間のシェアは固定されており、基本的に、前
年の標準支出に、総額の伸び率を乗じている。（人口増加率等を考慮した補正も一部ある） 

(注）基準５州平均を１としている。

（資料）Canadian Statistics /Statistics Canada、

　　　　Federal Transfers to Provinces and Territories/Department of Finance Canada

図3-7　カナダ10州の財政調整状況（自主財源、基準５州平均ベース）
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カナダの財政調整制度の特徴

こでは、平衡交付金の効果を見るため、税収だけでなく、歳入から交付金を除いた

自主財源全般を起点とし、また、全州平均ではなく基準５州平均を１とおいて、一

人当り自主財源の上位、下位３州、およびそれ以外の中位４州の、それぞれの段階

での一人当り歳入の格差を比較している。 

   これによれば、自主財源全般での格差は非常に大きく、上位３州が基準５州の 1.2

倍の歳入を得ているのに対し、下位３州では７割を下回る。これは、カナダの州は、

法人課税による税収を得ているほか、石油や鉱物資源など地理的に限定される収入

が大きいためである。 

この格差は、一人当り同額が交付される医療社会福祉交付金（ＣＨＳＴ）によっ 

て縮小するものの、依然、大きな格差が存在する。 

   これに平衡交付金を加えることで、下位３州、中位３州の歳入が引き上げられ、

ほぼ基準５州の水準にまで達する。ただし、水平調整の制度がないことから、財政

力が基準５州以上の州は不交付となるだけで、財源の拠出は求められず、このため、

上位３州の財政力は基準５州平均を大きく上回ったまま残される。 

   このように、カナダの制度は、需要を考慮しない歳入均等化方式を採用している

ものの、ドイツとは異なり、富裕州からの財源の拠出がないため、完全なる均等化

は行なわれていない。 

 

 

  ・ 交付金は、医療社会福祉交付金と平衡交付金の２種 

  ・ 医療社会福祉交付金は人口按分。 

  ・ 平衡交付金は、基準５州平均歳入まで交付する歳入均等化型。水平調整はなし。 

  ・ 水平調整がないため、豊かな州とそれ以外との格差は残置。 
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２. 財政調整制度の考察 

 ① 交付金制度の類型化 

   これまで見たように、各国の交付金制度は、細部まで含めればかなり多様である。

ただし、交付財源の拠出方法や、個々の自治体への配分方法をみれば、一定の類型化

が可能である。 

   まず、交付財源の拠出方法からみると、以下の２つに分類できる。 

 

 ・全てを国庫資金で賄う方法(垂直調整特化型)：日本、イギリス、カナダ 

 ・一部を富裕自治体の拠出金で賄う方法(水平調整併用型)：スウェーデン、ドイツ、フランス1 

 

   また、個々の自治体への配分方法からみれば、主として、歳入面の格差に着目して

調整する方法（歳入均等化型）と、需要面の格差をも考慮する方法（需要考慮型）が

ある。需要考慮型はさらに、歳入面、需要面の格差をそれぞれ別枠で均等化させる方

法（２段階調整方式）と、歳入と歳出の差額を交付する方法（歳入歳出差額補填方式）

との２パターンが存在する。 

なお、この他に、歳入面、需要面の格差を、共に考慮せず、単純に人口按分で各自

治体の交付額が決定される方法（人口按分型）も採用例が多いが、これについては、

いずれの国でも他の調整方法と併用されており、人口按分型単独での調整を行なって

いる国はない。 
 

  
  ① 歳入均等化型 

・ 住民一人当りの歳入が少ない自治体に一定水準まで交付する方法（歳入均等化方式） 
 

  ② 需要考慮型 
     ・ 歳入格差と需要格差を別々に均等化する方法（２段階調整方式） 
     ・ 歳入と歳出の差額を補填する方式（歳入歳出差額補填方式） 
 ③ 人口按分型 

      ・ 住民一人当り同額を交付する方法（人口按分方式） 
 

                                                   
1  フランスには、一部に水平調整的な仕組みを採り入れた交付金が存在するが、金額的には僅少である。
これは、職業税県平衡基金というもので、職業税（事業用資産の賃貸価格と事業者の支払給与総額の一

定割合とを合算した額を課税標準とする税）の課税標準が例外的に大きい企業施設を有する市町村から

の拠出金を基に、県単位で市町村に分配するものである。 
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これを、各国の交付金別に図示したものが、図３－８である1。 

以下では、交付財源の拠出方法と個々の自治体への配分方法の２つの視点から、そ

れぞれの交付金制度の特質を考察したい。 

 

 ② 水平調整制度の考察 

  ⅰ 水平調整の利点 

    財政力の豊かな自治体からの拠出金を基に、財政力の乏しい自治体へ資金を交付

する水平調整制度が採用されている国としては、スウェーデンとドイツが挙げられ

る。この両国における特徴としては、州・地方歳入に占める州・地方税収の割合が

高く2、国（連邦）からの一般交付金の割合が小さい3ということである。 

    一般に、歳入に占める地方税の割合が増えると、自治体間の歳入格差は、拡大す

                                                   
1  なお、連邦の交付金が存在しないアメリカと、一つの交付金に複数の配分基準が組み合わされている
ものが多いフランスについては、ここでの分類からは除いている。 

2  スウェーデンでは７割程度。ドイツ（州）では５割強。 
3  スウェーデンでは１割程度。ドイツ（州）では 5％程度。 

図３－８　各国の交付金の分類

交付財源
垂直調整 水平調整

配分方法                                      （国からの資金）                       （富裕自治体の拠出金）

・ドイツ（不足額補充交付金）
・カナダ（平衡交付金）
・旧イギリス(1948～57)

・ドイツ       付加価値税の一部
調  整  交  付  金

・旧イギリス（1958～80)                    ・スウェーデン(平衡交付金)

・日本（普通交付税）
・イギリス（歳入援助交付金）                       （採用事例なし）

・イギリス（事業用レイト）
・スウェーデン(一般国庫交付金)
・カナダ（医療社会福祉交付金）

・ドイツ（付加価値税の一部）

歳入均等化型

２段階調整方式

(注）ドイツの付加価値税は、共有税の州取得分を財政調整に用いていることから、水平調整とみなして記述している。

歳 入 歳 出
差額補填方式

需
要
考
慮
型

人口按分型
（他と併用）
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る1。このような場合、地方税収の額が大きいだけに、こうした格差を均等化するに

は、より多くの調整資金が必要ということになり、これを、国庫からの資金だけで

賄うとすれば、かなりの負担が生じる。 

例えば、富裕自治体が 20、貧困自治体が 10の地方税収がある場合、その差を埋

めるには 10の交付金を貧困自治体に支給すればよいが、同じ２倍の税収格差でも、

富裕自治体が 50、貧困自治体が 25 の場合には、交付金は 25 も必要になってしま

う。このように、地方税収のシェアが大きければ大きい程、格差を埋めるのに必要

な交付金の額は膨らんでしまう。 

また、仮に、国庫財源に余裕があり、莫大な調整資金を交付できる状況にあった

としても、交付額の増大は、地方歳入に占める地方税の比率を再び低下させてしま

い、結果、高い自主財源比率を維持することはできなくなる。 

このように、高い自主財源比率と、財政力の均等化は両立が難しいが、これを可

能にする方法として、水平調整は効果的である。 

    水平調整は、地方の自主財源比率を高めることによって発生してしまう財政格差

を、地方自治体自らの財源で調整するものであり、国庫負担を抑え、自主財源比率

を維持したままで、格差を解消する効果がある。 

    このような点から、自主財源比率の高い両国（スウェーデン、ドイツ）では、水

平調整は非常に重要な役割を担っている。 

    また、水平調整がない場合とある場合とでは、財政調整の効果自体にも差が生じ

る。例えば、同じ歳入均等化型を採用しているドイツとカナダを比較すると、両国

とも一定水準までの歳入均等化を目指した制度となっているが、水平調整のないカ

ナダでは、一定水準以上の歳入を持つ州は、超過分を自らの歳入として留保できる

ため、富裕州とそれ以外の州との間の格差が残り、完全な均等化がなされないのに

対し、ドイツでは、富裕州の超過分は、貧困州への交付額にまわされ、ほぼ完全な

形での均等化がなされる。このように、完全な調整を志向するのであれば、財源超

過団体にも影響が及ぶ水平調整制度は非常に効果的である。 

他にも、拠出自治体にとっては、自らの財源を他に移転するわけであるから、資

                                                   
1  課税ベースはそのままで標準税率を上昇させる方法により地方税収のシェアを拡大させる場合を想
定すると、標準税率が上がることにより課税標準額の格差の影響が増幅され、税収格差は広がることに

なる。 



 88

水平調整のメリット 

金配分の妥当性、客観性について、関心は高まる。結果、自治体相互間での効率化

へのチェック機能が発生するというメリットも期待できる。 

    このように水平調整には多くのメリットが存在する。 

    

 

・ 地方の自主財源比率が高まった場合に発生する財政格差を、自主財源比率を維持

したまま、解消できる。 

     ・ 過度の国庫負担を回避できる。 

      ・ 財源超過団体にも影響が及び、完全なる調整が可能となる。 

     ・ 地方自治体相互間での効率化へのチェック機能が期待できる。 

    

 ⅱ 水平調整のデメリット 

   このように水平調整制度には多くのメリットがあるが、逆にデメリットがないわ

けではない。 

水平調整は、拠出自治体にとれば、当然、負担水準が低いほうが好ましく、逆に

受給自治体にとれば、均等化の水準を高く設け、より多くの受給を得られるほうが

好ましい。このように、水平調整では、均等化の水準の設定次第で、富裕自治体と

貧困自治体の財政的影響が正反対に異なってくることから、自治体間の利害対立が

発生する可能性がある。実際に、ドイツでは、憲法に記された｢適正な1｣調整の範囲

を巡って、拠出州と受給州との間で、幾度か連邦憲法裁判所で争われており、1952

年の判決では、｢拠出州の財政力を重大に弱体化させること｣と、｢州間の財政力を（完

全に）均等化させること｣が、違憲とされている2、3。 

こうした実際上の財政的な問題に加え、水平調整制度には、受益者負担原則や地

                                                   
1  基本法第 107条第２項 
2  このため、調整交付金では全国平均の 95％まで、連邦からの不足額補充交付金を加えても 99.5％ま
での均等化しかなされず、｢完全なる均等化｣はなされていない。また、旧東ドイツ地域の州が財政調整

制度に加えられた 1995年以降、旧西ドイツ地域の州の資金負担が増加したが、こうした州には、連邦
から交付金（移行期補充交付金）が支給され、｢拠出州の財政力を重大に弱体化させること｣に対する配

慮がなされている。 
3  1999年 11月の判決でも、水平調整および連邦からの不足額補充交付金で、財政格差を完全に均等化
させてはならないことが確認された。ただし、判決では、その他の特別連邦補充交付金については言及

されておらず、実際に、他の交付金を考慮すれば、州間の財政力の逆転が生じている。 
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方の課税権といった観点からの理論上の問題もある。 

水平調整制度は、ある地域の住民が負担した地方税が、他自治体の住民により使

われることを意味し、受益と負担との乖離が発生してしまう。こうした受益と負担

の乖離は、自治体間の地方税率に格差がある場合には、一層、大きな問題となろう。 

例えば、財源拠出自治体の地方税率が、受給自治体よりも高税率である場合も考

えられる。このような場合、拠出自治体の住民にとっては、自らが高税率で課税さ

れているにもかかわらず、低税率での負担しか行なっていない地域の住民へ資金を

交付することとなり、こうした制度が、住民感情として受け入れられるかどうかは、

疑問が残る。 

スウェーデンのように1、税率格差がある場合でも、交付金の算定上、平均税率を

用いて計算がなされている限り、超過課税による税収は当該自治体の歳入として留

保され、また軽減税率の自治体はその分歳入が減ることとなり、税率設定水準は、

交付金の受給・拠出水準には直接の影響を及ぼさない。水平調整制度を導入するに

あたっては、こうしたシステムがどれだけ納税者である住民に理解されるかが、重

要となろう。 

   また、水平調整には、地方自治体の課税権からみた問題もある。地方自治体は通

常、地域住民に行政サービスを提供するために設立されており、そのための財源と

して、地方税の課税権が認められている。このような前提に立てば、自治体の運営

のために徴収した税収を、他の自治体に移すことが可能かという点が焦点となる。 

スウェーデンを例にあげれば、憲法上、｢地方自治体は当該自治体の事務遂行のた

めに税を課すことができる｣という文言で課税権が付与されており、他の自治体に移

転する目的での課税自体が、そもそも違憲なのではという論争がある。現在におい

ても、これには明確な結論がでておらず、スウェーデンの水平調整制度は、こうし

た理論上の問題点を内包したまま運用されている2。 

地方税の使途は地域住民によって決定されるという前提にたてば、地域住民自ら

が税収を他の自治体への移転することを選択するとは考えにくく、結局、国が法律

で富裕自治体の財源拠出を義務付けざるを得ない。結果的にみれば、地方税として

                                                   
1  同じく水平調整制度があるドイツの場合、州税については、税率格差はない。 
2  詳しくは第５章参照。 
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水平調整のデメリット 

徴収した税収を、国に拠出し、それを財政調整に用いることと、はじめから国税と

して徴収して財政調整に用いることとの間に大差はなく、むしろ、名目的な自主財

源比率は低水準となろうとも、財政調整という個々の自治体の枠を超えた国家的ニ

ーズに対しては国税を用い、地方税として徴収した収入は、その自治体のためだけ

に用いることのほうが、制度上、明確とも言える。 

    

    

  ・ 財源拠出団体と受給団体との間での利害対立が発生する。 

  ・ 受益と負担の乖離が生じる。 

  ・ 地方税として自治体が徴税したものを拠出させることは、課税権の観点から問題 

 

 

 

③ 交付金の配分方法の考察 

  ここでは、交付金の個々の自治体への配分方法の観点から考察する。 

さきに、各国の交付金制度を、個々の自治体への配分方法から、人口按分方式、歳

入均等化方式、歳入歳出差額補填方式、２段階調整方式の４つに分類した。 

  以下では、それぞれのタイプごとに、その特性について考察したい。 

 

 ⅰ 人口按分型交付金 

人口按分型交付金は、交付総額を、個々の地方自治体の人口比で配分するものであ

る。配分指標として用いられるのが個々の自治体の人口のみという点で、客観的で理

解が容易という長所がある。このため、イギリス（事業用レイト）、スウェーデン（一

般国庫交付金）、ドイツ（付加価値税の一部）、カナダ（医療社会福祉交付金）など多

くの国で、この方法が用いられており、最もポピュラーな配分方法となっている。 

交付総額は、イギリスとドイツでは特定税収の全部または一部1として決定され、ス

ウェーデンおよびカナダでは、国家予算の中で決定される。 

                                                   
1  イギリスの事業用レイトは、法人に対する固定資産税（＝国税）の税収の全て、ドイツの付加価値税
は、付加価値税収（州分）の 25％を上限として財政力基準で各州に配分したあとの残額。 
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人口按分型の配分方式を図示したものが図３－９である。横軸には、個々の自治体

を一人当り税収が小さい自治体から順に並べており、縦軸には住民一人当りの税収、

もしくは住民一人当りの税収＋交付金の額をおいている。 

図から分かるように、人口按分型交付金は、全ての自治体に格差なく交付されるこ

とから、交付金により税収の格差が緩和され、歳入均等化の効果が発生する。例えば、

一人当り税収が最小の自治体で 30、最大の自治体で 90あるところに、全自治体に一

人当り同額 30を交付する場合、税収だけでの格差は最大３倍（＝90÷30）となるが、

交付金を加えることにより格差は２倍（＝(90+30)÷(30+30)）に縮小する。 

このように、人口按分型は一人当り歳入の均等化効果があり、この効果は、交付金

の額が大きければ大きいほど、税収額が小さければ小さいほど、顕著に現れる。例え

ば、歳入に占める地方税収の比重が低いイギリスでは、人口按分型交付金である事業

用レイトの交付総額が地方税収総額よりも大きいため、事業用レイトの交付により、

税収格差は一気に半減する。一方で、同じ人口按分型交付金でも、スウェーデン（一

般国庫交付金）、ドイツ（付加価値税の人口按分）、カナダ（医療社会福祉交付金）の

ように、州・地方税収の割合が大きい国では、効果はかなり限定的となる。 

このように、人口按分型は、歳入均等化効果があるが、その効果は、交付総額や、

地方歳入に占める地方税収の割合により大きく異なり、また、どれだけ交付金の量を

増やそうとも歳入を完全に均等化することはできない。また、裕福な自治体にも一律

に支給されてしまう点で、理論上弱く、各国とも、財政調整には人口按分型だけを用

いず、その他の方式と併用されている。 

図3-9　人口按分型交付金のしくみ

全て交付団体

一人当り税収

一人当り交付額

一
人
当
り
の
収
入
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人口按分型交付金の特徴 
 
・ 歳入均等化効果があるが、効果は地方歳入に占める地方税の割合などに依存する。 

   ・ 裕福な自治体にも支給されてしまう。 
   ・ 財政調整は、人口按分型単独では行なわれず、他の方式と併用される。 

 

 

  ⅱ 歳入均等化型交付金 

歳入均等化型は、各州・自治体の歳入面での格差に着目し、一人当り歳入が一定水

準に満たない州・自治体に対し交付を行なう方式で、ドイツ、カナダでこの方法が採

用されている。ドイツ1、カナダ2とも、財政力の乏しい州の一人当り歳入を一定水準

まで引き上げるために必要な額が、そのまま交付総額として決定されるが、ドイツで

は、交付額の一部は財政力が豊かな州の財源で賄われている（水平調整）。また、カ

ナダでは、水平調整はなく交付総額の全てが連邦から拠出されるものの、交付総額に

は経済成長率にリンクした一定の上限が規定されている。 

歳入均等化型交付金の配分方法を図示したものが、図３－１０である。 

 

                                                   
1  ドイツでは、全州平均の 99.5％まで均等化される。なお、95％までの調整は、水平調整で行なわれ
ている。 

2  カナダでは、基準５州（ケベック州、オンタリオ州、マニトバ州、サスカチュワン州、ブリティッシ
ュ・コロンビア州）平均まで均等化される。 

図3-10　歳入均等化型交付金のしくみ

交付団体 不交付団体もしくは
財源拠出団体

一人当り標準収入

一人当り交付額

一
人
当
り
の
収

入

歳入均等化の水準
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図から分かるように、歳入均等化型では、住民一人当りの標準収入が、歳入均等化

の水準に満たない州・自治体に対し、その差額分が交付される。 

人口按分型とは異なり、富裕自治体には交付がされないばかりか、水平調整がある

場合には、富裕自治体は超過分を財源拠出しなければならない。このため、人口按分

型と比べ、歳入均等化の効果は、直接的で、非常に大きなものとなる。 

実際に歳入均等化がどの程度行なわれるかは、標準収入に含める範囲や歳入均等化

の水準、水平調整の有無などに依存する。標準収入は、通常、必ずしも税収だけが用

いられているわけではなく、ドイツでは州税収の他に州内市町村の税収の 50％が含ま

れ、また、人口密度や港湾都市への補正がなされている。一方、カナダでも、州税の

他に、手数料や鉱山資源等の免許料収入、宝くじや公営ギャンブル収入など広範な歳

入項目が含まれている1。標準収入に含める範囲が大きく実際の歳入に近ければ近いほ

ど、歳入均等化の効果は上がるが、一方で、歳入の全てを厳密に計算に含めると、自

治体が自ら歳入を増やすインセンティブをそいでしまう。このため、標準収入の範囲

および算定方法は、自治体の増収努力に対し中立である必要があり、税収であれば、

標準税率や平均税率を用い2、手数料収入等であれば、標準的な料率を定めるか、ある

いは全自治体共通の伸び率を用いて計算するなど、実際得られる歳入額とは、敢えて、

完全には一致させない仕組みが必要である。 

一方、歳入を均等化させる水準をどの程度に設定するかは、理論上正しい水準とい

うものはなく、これらは、政策的に決定されるべきものである。しかし、通常、その

決定にあたっては、交付財源の総量による制約を受ける。 

カナダでは、過去に均等化の水準変更が幾度かなされており、平衡交付金制度創設

当初は、上位２州平均を均等化水準として各州の歳入をかなり高い水準まで引き上げ

ていたが、その後、全州平均に変更され、現在では財政力が極端に強い産油州アルバ

ータ州と、最貧州である大西洋４州を除いた基準５州平均が用いられている。水平調

整のないカナダでは、均等化の水準を高めれば高めるほど、各州の財源が豊かになる

反面、連邦の負担が増大し、逆に、均等化の水準を下げれば、連邦は負担を軽減でき

                                                   
1  カナダでも州内の地方政府の税収が含まれている。 
2  ドイツの州税は一定税率であり問題は少ないが、カナダの場合は、税目によっては、税率はおろか、
課税標準の算定方法まで州によって異なっており、標準収入の算定にはかなり複雑な調整がなされてい

る。 
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る。このように、水平調整がない場合においては、均等化の水準設定は、国（連邦）

の財政力の制約を受けることとなる。 

一方、水平調整によれば、交付金の総額は拠出自治体の拠出総額と一致することか

ら、拠出自治体の資金負担の許容度がどのくらいであるかが制約条件となる。拠出自

治体の許容度が無制限の場合、拠出自治体の財政力が資金の拠出によって低下してい

く一方、受給自治体の財政力は交付によって上昇していき、両者の一致点が、均等化

される水準となる。しかし、通常、水平調整の拠出側は、無制限の負担増加は好まず、

また、完全なる均等化は、各州の増収努力を大きくそぐことにもなる。このため、ド

イツの場合、水平調整により貧困州の財政力を引き上げるのは、全州平均の 95％まで

とし、それ以上の調整は、連邦資金による垂直調整で行なわれている1。 

このような財源面での制約の中で、均等化の水準は決定されるが、仮に、こうした

制約をクリアし、潤沢な財源をもって、高い水準で均等化が達成できたとしても、歳

入均等化型交付金にはいくつかの問題点がある。 

問題点としては、まず、自治体の増収インセンティブをそいでしまうことが挙げら

れよう。自治体が税収を増加させる方法としては、税率を引き上げる方法と、企業誘

致などを通じて課税標準額自体を増やす方法とがある。このうち、税率を引き上げた

ことによる税収増は、標準的な税率を用いて標準収入を計算している限り、交付金の

額で相殺されることなく自治体内部に留保されることから、インセンティブの面から

の問題は生じない。しかし、人口増加や企業誘致などを通じて課税標準額自体が増加

した場合、これによる税収の増加は交付金の減額で相殺されてしまう。水平調整がな

い場合は、歳入が水準以上の富裕自治体については、もともと交付金を受領していな

いのであるから、増収分は自治体に残り、インセンティブがそがれるのは交付団体だ

けということになるが、水平調整がある場合には、富裕自治体の増収分についても、

拠出額の増加で相殺されてしまい2、両者のインセンティブがそがれてしまう。 

問題点の二点目として、一人当りの歳入を均等化させたとしても、行政需要の格差

が考慮されていない限り、自治体の財政力が均等化されているとは限らない点が挙げ

られる。例えば、税収が少ない自治体でも行政需要が少なければ、財政上は余裕があ

                                                   
1  最終的には、貧困州の財政力は、全州平均の 99.5％まで引き上げられる。 
2  ただし、前述の通り、ドイツの場合でも水平調整は、全州平均の 95％まででとめられており、増収
分の全てが拠出金の増額で相殺されるわけではない。 
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る場合も考えられるし、逆に税収が多くとも、行政需要も多ければ、財政上、赤字と

なる場合も有り得る。歳入均等化型交付金では、このような資金の必要性が考慮され

ず、ただ単に収入が少ないという点だけを考慮して資金を交付する制度となっており、

不必要な資金が自治体に交付されている可能性を否定できず、また逆に必要な資金が

自治体に交付されていない可能性も否定できない。 

こうした問題点があることから、ドイツでは、復興需要が大きい旧東ドイツ地域の

６州1、カナダでは、極寒地域に属する準州３州2に対し、歳入均等化型交付金とは別

枠で交付金を支給するなど、特別の理由から需要が大きいと考えられる地域に対して

は、歳入均等化の対象外として特別の措置が講じられている。 

ただし、カナダでは、歳入均等化の枠内にある一般の州からも、需要格差を考慮す

る要望がでている3。しかし、どのような行政需要をどの程度考慮するかという点で、

各州間で利害対立があり4、現在においても、変更はされていない。また、かつて歳入

均等化型交付金5が採用されていたイギリスでは、高需要自治体からの要望に対し、特

定補助金の増額で対処した結果、地方の自主性を損なうという批判がなされ、1958

年から後述する需要考慮型の２段階調整方式に移行している。 

歳入均等化型は、統計面から測定が容易な歳入面だけを考慮しているという点では、

客観性・透明性が高いと言えるが、これは、自治体間の需要の格差が無視できるほど

小さいということが前提となっており、それ以外の場合では、かつてのイギリスのよ

うに、別枠での措置が必要となる。たとえ、歳入均等化型の交付金自体は客観性・透

明性が高くとも、交付金以外の特別措置が拡大するのであれば、財政調整制度全体で

                                                   
1  旧東ドイツ地域６州には、連邦から｢旧東ドイツ地域特別需要補充交付金｣が交付されている。 
2  準州３州は、平衡交付金ではなく、行政需要をも考慮する｢準州交付金｣が交付されている。 
3  カナダでは、憲法上、｢連邦政府および議会は、交付金によって州が、等しい課税水準で等しい水準
の公共サービスを提供できることを保障しなければならない｣とされており、需要を考慮しない現行制

度は、行政サービスのコストが全国均一であるという前提が成り立たない限り、憲法の要件を満たして

いないと指摘されている。（｢Intergovernmental Fiscal Relations in Canada｣／Robin W Boadway、
Paul A. R. Hobson、1993） 

4  例えば、高速道路の維持経費を、１マイル当り一定額という形で交付金の算定指標として用いる案が
出されたが、ブリティッシュ・コロンビア州から、ロッキー山脈を走る自州の道路は、マニトバ州やサ

スカチュワン州の道路よりもはるかに維持費がかさむことから、単なるマイル数では需要を適切に示せ

ないなどの反対意見が出され、結局合意に至らなかった。 
5  国庫平衡交付金（Exchequer Equalization Grant）。1948～57の間採用されていた。 



 96

歳入均等化型交付金の特徴

は、客観性・透明性といった長所が、失われてしまう場合も考えられる。 

 
 
 ・ 歳入均等化に、直接的に大きな効果がある。 
 ・ 州・自治体の増収インセンティブをそぐ恐れがある。 
 ・ 行政需要を考慮しないため、客観的で分かりやすい。 
・ 行政需要を考慮しないため、不必要な資金を低需要団体に交付している可能性がある。 

 ・ 行政需要を考慮しないため、高需要団体に、別枠での措置が必要となる場合がある。 
 

 

ⅲ 需要考慮型－歳入歳出差額補填方式 

 (1) 全体の仕組み、および利点 

   歳入歳出差額補填方式を採用している国は、日本とイギリスの２カ国が該当する。    

これは、各自治体の、標準支出と標準収入を算定し、その差額を交付するという

仕組みである。交付総額は、イギリスでは、国が策定する公共支出計画上の地方歳

出と地方歳入の差額として決定されており、日本については、原則的には、国税５

税の一定割合とされているものの、実際上は、イギリスと同様、国が策定する地方

財政計画上の歳出と歳入の差額として決定されている。 

図３－１１は、歳入歳出差額補填方式の配分方法を図示したものである。この図

では、図３－９、３－１０とは異なり、縦軸には一人当りの額ではなく、実額が用 

 

 

図3-11　歳入歳出差額補填方式のしくみ

交付団体 不交付団体

標準収入

標準支出

交付額

実
　
額
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いられている。これは、日英両国とも、人口一人当りの額ではなく、実額で交付金

が算定されていることに従ったものである。ただし、両国とも自治体の人口の多寡

を考慮していないわけではなく、標準支出の算定指標の一つとして人口が採用され

ている。横軸には、個々の自治体を、標準収入が低い順に並べてある。通常、収入

の多い自治体は支出も多いと考えられることから、この図では、標準支出について

も、正の傾きをもつ直線で記している。図から分かるように、標準収入と標準支出

の交点から右に属する収入超過の自治体には交付金は支給されない。こうした標準

収入の超過分は、両国とも水平調整がないことから当該自治体の財源として残る。 

この制度によれば、自治体の収入だけでなく行政需要も考慮するため、歳入均等

化方式の欠点であった、行政需要の乏しい自治体に不必要な資金が交付されてしま

う可能性や、逆に、行政需要の多い自治体に必要な資金が交付されない可能性を排

除できる。 

 

  (2) 歳入歳出差額補填方式の問題点 

このように、歳入と歳出の差額を補填する方法は、資金が不足する自治体にのみ、

不足する量だけを交付する方法であり、理念としては理想に近い。ただし、これは、

標準収入・標準支出の双方が適切に算定可能であるということが前提となる。 

標準収入は、課税標準額が統計的に把握可能であることから、比較的容易に算定

可能であるが、標準支出の算定には、どのような指標を用いて自治体間の行政需要

の格差を把握するかというテクニカルな側面からの問題と、どのような歳出をどの

程度の水準まで“標準”の範囲に含めるかという政策決定的要因に関する問題の２

つが存在する。前者は主に交付金の配分公式に関連し、後者は交付総額の決定に影

響するが、ここでは、まず、総額決定における、標準支出の対象範囲の設定方法に

ついて考察したい。 

 

    (a) 総額決定における問題点 

     日本、イギリス両国とも、歳入歳出差額補填の考えは、自治体への配分額だけ

でなく、交付総額の決定にも用いられており、日本では地方財政計画、イギリス

では公共支出計画上で、標準収入、標準支出の地方全体での総額が決定される。 

     このうち標準支出総額を決定するに当っては、地方行政サービスの“標準レベ
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ル”を設定し、それに要する費用を算定する必要があるが、どのサービスをどの

程度の水準まで“標準レベル”とみなすかは、基本的には、個々の住民の主観に

依存するものであり、これを定式化して決定することは容易でない。このため、

両国とも、標準支出総額の水準設定には、明示的基準は存在せず、国民の生活水

準や国土の整備状況などのニーズ面と、国・地方の財政状況や、国民の担税力な

どの財政面での制約条件、国家経済の状況などを考慮して決定される。 

ただし、標準支出の増額が交付金の増額につながる歳入歳出差額補填方式では、

税収を一定とした場合、サービスの増加に対する追加的な税負担が０となり、こ

のような状況下では、住民にとって、無制限にサービスの増加を求めることが合

理的となることから、“標準レベル”は膨張の圧力を受けやすい。こうした、受益

と負担の乖離により、標準支出が膨張する危険性が高いことが、歳入歳出差額補

填方式の問題点として挙げられる。 

このような問題点に対し、イギリスには、地方税率の柔軟性を活かし、受益と

負担の乖離を防止するメカニズムが存在している。 

イギリスでは、交付金算定上の標準税率は、法定ではなく、国が定める標準税

収総額を、全国の課税標準総額で除することによって毎期逆算されている1。標準

税収総額の決定には、物価上昇率にリンクさせるといった明示的基準は存在せず2、

地方との協議を経て、国によって決定されるが、通常、標準支出の増加分を交付

金の増額（＝国庫の負担増）と、標準税収の増額（＝標準税率の引上げ＝地域住

民の負担増）の両方で賄うように決定されている3。このため、標準支出の増額の

一部は、住民によって負担されることとなり、標準支出の無制限な膨張は起こり

にくい仕組みとなっている。 

                                                   
1  このように、標準税率を法定せずに、毎期柔軟に変更する仕組みが採り入れられているのは、経済成
長に応じた自然増収が見込める所得税などが、地方税として採用されていないことが背景にある。特に、

唯一の地方税である住居に対する固定資産税（カウンシル税）は、制度創設（1993年）以来、一度も
資産の再評価が行なわれておらず、経済成長に応じた税収の自然増は見込めない。このため、経済成長

に見合った税率の引き上げを柔軟に行なう必要がある。なお、日本にも住民税（均等割）のように経済

成長とのリンクに乏しい税目が存在しており、このような税目は、柔軟に税率を見直さない限り、例え

ば、物価が上昇するだけで実質的には減税となる。 
2  1990年に地方税から国税化された事業用資産に対する固定資産税（事業用レイト）の税率は物価上
昇率にリンクしている。これによる税収は交付金として、人口按分で地方自治体に分配されている。 

3  近年は、交付金・標準税収の双方の増額で 50％ずつ折半されているようである。（英国財務省照会） 
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     また、イギリスでは、標準支出を超える歳出は、原則として、自治体毎に、超

過課税で賄うことが義務付けられているが、2000年度で言えば、全 354自治体の

うち、実に 98％に当たる 348自治体が、超過課税により追加歳出を行なっており、

国の定める標準支出が、実際の住民のニーズをカバーしているとは言い難い状況

が恒常的に続いている。このように、超過課税によって追加歳出を行なうことを

前提とした水準に標準支出の額を設定すれば、住民に担税力がある限り、自らの

税負担を考慮しつつ歳出の可否を決定する余地が残されることとなる。この結果、

“増税するくらいなら不要なサービス”については、住民の選択によって排除さ

れ、受益と負担の乖離から不要不急なサービスが実施されるといった状況は発生

しにくいメカニズムとなる。 

このように、イギリスのシステムは、 
 

・ 標準支出総額の増加の一部が住民負担の増加につながること 

・ 標準支出は、実際の住民ニーズを完全にはカバーせず、住民自らが税負担を考慮

しつつ歳出の実施の可否を決定する余地を残すこと 

・ 超過課税による負担が住民の担税力を超えない水準に標準税率を設定すること 

     
の３つに特徴があり、これによって、受益と負担の乖離が防止されている。 

ただし、これは、地方税率が弾力的に変更可能であることと、地方税の主たる

納税者が、歳出水準の決定権をもつ有権者であることが前提となっており、地方

税率が固定的な場合や、法人など地方の行政サービス水準に直接の決定権をもた

ない納税者が多い場合には、このような仕組みの導入は難しい。 

 

  (b) 配分公式における問題点 

    標準支出の総額が決定されたのち、次に問題となるのは、それを自治体間で、ど

のようにシェアするかという点である。個々の自治体毎に算定される標準支出は、

交付金の各自治体への配分額に直結する要素であるため、自治体間の利害対立を招

きやすく、それだけに、客観性・公平性・中立性が厳密に求められる。前述したよ

うに、カナダでは、需要考慮型への変更が、過去から検討されているものの、標準

支出の算定方法の客観性や合理性が障害となり実現に至っていない。 

日本、イギリス両国とも、こうした問題に対処すべく、行政需要の算定は回帰分
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析の手法を駆使して策定した公式により行なわれているが、地方自治体の幅広い行

政需要を網羅的、かつ厳密に算定するためには、算定公式の複雑化が避けられず、

結果、公式は難解で住民の理解が困難なものとなっている。 

こうした行政需要の算定方法の難解さは、イギリスのように税率格差が大きい制

度を採用している国では、一層、大きな問題となる。イギリスでは、一般会計の収

支を地方税率の調整で均衡させる制度となっており、仮に、標準支出が、実状をあ

らわしておらず、過大、あるいは過少に算定された場合には、それによる影響は、

税負担の水準に直結する。このため交付金の算定方法は、納税者に容易に理解され

るものであることが求められるが、一方で、算定の厳密さも犠牲にできず、イギリ

スの財政当局者も苦慮しているようである。現在のところ、次善の策として、公式

の改定作業を国・地方の共同作業とし、また、算定方法については、ホームページ

上1で広く一般に公開するなどの方法で、中立性・透明性の確保に重点を置いた対応

が行なわれている。 

一方、算定の厳密さにおいては、両国とも、かなり精緻な作業が行なわれている

が、イギリスが、ほぼ全ての項目で、機械的な公式によって算定しているのに対し、

日本の場合は、投資的経費・公債費のうち、補助事業の地方負担分が、特定自治体

分として直接上乗せされるなど（事業費補正）、部分的に、公式以外の方法が用いら

れている。投資的経費は、毎年度、大規模に発生する性質のものではないが、対象

となる事業がある年度には、特定の自治体にのみ集中的に金額が膨れ上がるため、

これを係数的に捕捉することは困難であるが、一方で、特定の事業を対象とした経

費を算入することは、使途を特定しないという一般交付金の性質上、問題がある。 

イギリスの場合は、そもそも投資的経費は、財政調整の対象外とされ、標準支出

には含まれておらず、投資的経費を対象とした一般交付金はない2。尚、イギリスで

も地方債の発行は、許可方式が採られているが、地方単独投資事業のため、使途の

特定されない起債枠が用意されている3。  

                                                   
1  http://www.local.dtlr.gov.uk/finance/ssa/handbook/hand9900.htm 
2  投資的経費は、資産売却収入、特定補助金、地方債、経常会計からの繰り入れ等の財源で賄われる。 
3  イギリスでも公債費は標準支出に算定される。ただし、前述したように、総額の決定過程において、
標準支出の増分に対する負担は、交付金の増額と地方税の増税とでシェアされるため、標準支出に算入

されたからといえども、全てが交付金で補填されるわけではない。 
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歳入歳出差額補填方式の特徴

次に標準収入の算定方法について述べておく。 

交付金の算定指標として標準収入を用いることは、歳入均等化型交付金と同様、

自治体の増収インセンティブを阻害することにつながる。 

これについては、日本では、標準税収の算定において、税率を一定率1減じる措置

を講じており、課税標準額の増加による増収分の一定率が自治体の手許に残る仕組

みを採り入れている2。 

一方、イギリスには、我が国のような税収を一定率減額して算定する仕組みはな

く、また、そのような仕組みを設けるべきといった議論自体も行なわれていないよ

うである。これは、イギリスの地方税には法人課税がなく、企業誘致等の方法では

間接的にしか課税標準額は増えないことから3、地方自治体に対する、課税標準額を

増やすための努力が、我が国ほど期待されていないことが背景にあると考えられる4。

なお、このような措置がなくとも、イギリスでは、超過課税が一般的であるため、

課税標準額が増えた場合、超過課税による増収分が増えることとなり、若干のイン

センティブは残される。 

 

 
     
   ・ 需要・収入の両方を考慮するため、財源が不足する自治体に不足額だけを交付できる。 
   ・ 総額決定において、標準支出に含める行政需要の範囲の合理的な設定が困難。 
       （→イギリスでは、地方税率の調整機能によって、この問題点をフォロー） 
   ・ 税率が固定的であれば標準支出は常に膨張の圧力を受ける。 
   ・ 配分公式における標準支出の算定で、厳密性と簡素性の両立が困難。 
    
    

 

 

 

                                                   
1  都道府県分の算定では 0.8、市町村分の算定では 0.75が標準税率（または一定税率）に乗じられる。 
2  このように標準税収を一定率減額して算定する方法は、スウェーデンの平衡交付金（歳入均等化要素）
でも用いられている。スウェーデンの場合は５％だけが減額される。 

3  自治体内に法人が増えることで、地価が上昇し、住居の資産価格もあがれば増収にはなる。 
4  この点に関し、イギリスの国、地方、双方の財政当局者に質問してみたところ、法人課税はなくとも、
地域住民にとっては、地域の発展に関する潜在的なインセンティブがあり問題ないとのことであった。 
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ⅳ 需要考慮型－２段階調整方式 

２段階調整方式は、歳入面と歳出面をそれぞれ別枠で均等化するものであり、歳入

と歳出の差額を補填する日本やイギリスの制度とは異なっている。今回の比較対象国

の中で、この方式を導入しているのは、スウェーデンのみとなっているが、イギリス

でも、1980年以前に、２段階調整方式が採用されていた。 

スウェーデンの現行方式と、かつてのイギリスの方式との差異は、前者が自治体間

で資金を拠出しあう水平調整によるものであるのに対し、後者は全て国庫からの資金

を財源としていた点である。 

ここでは、両者の方式を比較しながら、２段階調整方式の特質を考察したい。 

図３－１２は、２段階調整の第一段階である歳入均等化要素の配分方法を図示した

ものである。この要素では、歳入均等化型交付金と同様、一人当り標準収入が均等化

水準未満の自治体に交付が行なわれる。 

均等化の水準は、スウェーデンでは全国平均値が用いられているが、水平調整がな

かったイギリスの旧制度では、国家予算で決められた総額により、均等化の水準は毎

年度異なっていた1。 

 

 

                                                   
1  イギリスの均等化の水準は、1965年までは、全国平均値であったが、交付総額の膨張に伴う国庫の
圧迫を防止するため、1966年から、総額を事前に決定する制度に改められた。 

図3-12　需要考慮型－２段階調整方式（歳入均等化要素）

交付団体

一人当り標準収入

一人当り交付額

一
人
当
り
の
額

歳入均等化の水準

不交付団体もしくは
財源拠出団体
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この要素によって、地方自治体の歳入面での格差が一定水準まで均等化されたのち、

次に、需要を考慮した交付がなされる。 

図３－１３は、需要要素の配分方法を図示したものである。横軸には、一人当り標

準需要が小さい順から自治体を並べている。 

この図から分かるように、需要要素では、一人あたり標準需要がコストの均等化水

準より大きい自治体（＝標準よりコストがかかる自治体）に対し、交付がなされる。 

   このように、２段階調整方式では、まず、全ての自治体に一定水準の歳入を保障し、

さらにコストのかかる自治体に対して、不足額を追加するという仕組みで調整がなさ

れている。これにより、歳入不足分としての額と、高コストを考慮した分としての額

とが、明示的に区別可能となり、歳入歳出差額補填方式と比べ、透明性が高いという

長所をもつ。 

   しかし、この方式は、水平調整の有無によって、その効果が大きく変わってくる。   

水平調整がない場合であれば、財源が水準以上の自治体と、需要が水準以下の自治体

がそれぞれ不交付となるが、超過分の拠出を求められることはない。例えば、税収が

多く、歳入均等化要素で不交付であっても、その超過分を留保しながら、さらに、需

要要素で交付を受ける自治体も発生してしまう。このように、一方の要素が不交付で

あっても、超過分を手許に留保しつつ、他方の要素で、さらに交付を受けることが可

能な制度となっており、収入が極端に大きい、または需要が極端に少ない自治体、す

なわち水準超過分の留保額が大きい自治体に有利な制度となってしまう。 

 

 

図3-13　需要考慮型－２段階調整方式（需要要素）
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２段階調整方式の特徴 

イギリスでは、このような問題点を考慮して、1981年に歳入歳出差額補填方式に変

更されている。 

一方、水平調整がある場合、こうした水準以上の超過分は、自治体内部に留保でき

ず、拠出が求められるため、このような問題は生じない。ただし、一方の要素での拠

出分は、他方の要素での受給分と相殺できるため、結果、歳入と歳出との差額を交付

する制度と、効果はほぼ等しくなる1。このため、水平調整のあるスウェーデンの場合、

そのメリット・デメリットとも、歳入歳出差額補填方式とほぼ同様となるが、国から

の資金ではなく水平調整で行なうため、受益と負担の乖離から標準支出が膨張すると

いった問題は生じにくい。 

   しかし、一方で、こうした仕組みは、標準支出にどのような行政需要をどの水準ま

で含めるかという点で、自治体間の利害対立を誘発することとなる。実際に、スウェ

ーデンの場合でも、行政需要の算定方法については、全ての自治体の賛意を得ること

は難しいようであり、現在のところ、国からの一般国庫交付金（人口按分型）の増額

により、地方全体の水準を底上げすることで対処している。ただし、国からの資金の

増額は、近年の比較的好調な経済状況を背景にしており、今後の動向次第では、現行

制度の存続には、流動的要素も残っていると言えよう2。 

 

 
 
 ・歳入不足分としての交付額と、高需要による交付額が明示的に区別可能となり透明

性が高い。 
 ・（水平調整がない場合）一方の要素で不交付であっても超過分を留保したまま、他方

の要素の交付を受けることが可能であり、結果、不必要な資金が交付される可能性

が高い。 
 ・（水平調整がある場合）効果は歳入歳出差額補填方式と類似したものとなる。 
 
 
 
 
 

                                                   
1  ただし、水平調整がある点で、イギリスや日本の制度とは異なる。 
2  スウェーデンは交付金制度の変更が多く、1990年代だけで２度も改正されている。（第５章参照） 
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（参考）イギリスの交付金制度の変遷 
   イギリスは、現在、人口按分型交付金を併用した歳入歳出差額補填方式を用いてい

る。ただし、過去から、交付金制度は頻繁に改正されており、これまで述べた、４つ

のパターンを全て経験した歴史をもつ。 

   戦後、イギリスでは、需要格差を考慮しない歳入均等化型の交付金1が導入されたが、

地方歳出の増加とともに、高需要自治体の財政状況が悪化し、政府はこれに対し、特

定補助金の増額で対処した。このため、地方歳入に占める特定補助金のシェアが増加

することとなり、地方の自主性を損ねているという批判がなされた。 

 

 

                                                   
1  国庫平衡交付金（Exchequer Equalization Grant）。1948～57の間、存在した。 

 図３－１４　イギリスの交付金制度の変遷
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   こうした批判に対し、1958年、特定補助金の多くを統合して需要格差のみを調整す

る一般交付金を設立し、従来からの歳入均等化型交付金と併用する２段階調整方式が

開始されている1。 

   ２段階調整方式は、1980 年まで約 20 年間継続したが、これは、前述の通り、水平

調整がないため、一方の要素で不交付となる自治体が、水準超過分を留保したまま、

さらに他方の要素で交付を受けるという矛盾が指摘され、1981年より歳入歳出差額補

填方式に変更されている。 

   なお、1981～89年の間は、標準税率は全国一律でなく、実支出が標準支出を超過す

る度合いに応じて標準税率が上昇するという、歳出削減のインセンティブ促進のメカ

ニズムが組み込まれたものであった2。現在の、純粋な歳入歳出差額補填方式に改めら

れたのは、1990年からとなっている。 

 

 

 

                                                   
1  当初は、国庫平衡交付金の算定方法を部分的に修正したレイト補填交付金（Rate Deficiency Grant：
歳入均等化方式）と、新設した需要格差を調整する一般補助金（General Grant）の２つの交付金が並
存したが、1966年にレイト援助交付金（Rate Support Grant）の財源要素（Resource Element）と需
要要素（Needs Element）に改組されている。 

2  包括交付金（Block Grant）。 




