
今回は、フランスの選挙と議会について見ていく。
フランスは、ナポレオンという強力なリーダーシップ
を発揮した人物を生んだ国である。フランスは、試行
錯誤の国でもある。フランス革命以来、3度の王制と
2度の帝政を経験し、現行憲法も24回改正してい
る＊1。議会運営も、戦前の議会中心主義が戦後は正反
対の行政府中心主義に改められている。

1フランスの選挙
フランスの大統領選挙は、最終的に大統領が国民の

多数で選出されることを保証する2回投票制である。
それは、米国の党主催で行われる予備選挙を公的な選
挙制度に組み込んだようなもので、一回目の投票で過
半数を得た候補者がいない場合は、上位二人だけに
絞った二回目の決戦投票が行われる。一回目には、相
互に政治的な立場、考え方のかなり近い候補者同士が
競い合うことや、新たな立場を打ち出す候補者が複数
登場することも多い。その中でより多くの得票を得た
二人が二回目に残る。二回目に残らなかった者は、二
人と交渉して、その支持に回るかどうかを決めてい
く。選挙人は、そうした交渉過程も参考にしながら上
位二人のどちらかに投票するか、あるいは棄権するか
を選択する。かくして2回目の決選投票の勝者は、有
効投票の過半数を必ず獲得して、政治的な権威（カリ
スマ）を身につけた上で、共和国大統領に就任する。
深野紀之氏（「フランス主義のすすめ」近代文芸社、

1999）によると、「フランスは日常生活の中での個人
も、国際社会の中での国家としても、極めて『個性
的』で時には独善的とも思えるほど『独自性』に富ん

＊1） 2008年の改正では、国会の行政監視機能の明示、委員会の機能強化など、国会の役割重視が盛り込まれた（「諸外国における戦後の憲法改正、『調査
と情報』No.824」国立国会図書館、2014）。

＊2） 以下の記述は、主として「フランス政治体制論」（櫻井陽二、芦屋書房、1994）によっている。
＊3） 戦前の第3共和制下のフランスは、「議会中心主義」で、議会が欲すれば本来行政府が行う個別的な措置であっても全て法律で規定しうるとされており、

小選挙区制の下で選出されてきた議員たちは、地元利益のためのあらゆるお手盛り法案を成立させていた。
＊4） 19世紀末のフランスの政治学者カレ・ド・マルベールは、フランス公法は権力の分立を認めておらず、認めているのは権力の「階層性」だとしている。

でいる。しかもフランス国民の全てが、個人も国家も
当然そうあるべきと思っている」、「リーダーは、たと
え人々が表明した意思でも、それが誤った推定や怒
り、感情的な反応に基づいている場合、拒絶する勇気
を持たなければならない。（中略）人々を啓蒙し、た
とえ好ましくない事実であっても、世論に伝えて受け
入れさせなければならない。リーダーは、人々が困難
な課題に直面し、犠牲を払うように説得せねばならな
い。それが出来るために、優れたリーダーには、強力
なカリスマがなければならない」としている。そのよ
うなカリスマを生むのが、大統領の2回投票制という
わけである。
フランスの大統領は、ローマ以来の伝統をそのまま
に上から命令するインペリウム的性格をもっていると
される＊2。しかしながら、そのような大統領が出来上
がったのは、戦後のことであった。戦前のフランス
は、議会が強い権限を持ち、議員が個別利益を代表し
て跋扈する世界で、大統領以下行政府の権限は弱かっ
た＊3。それが、戦後の第5共和制憲法（1958年）の下、
ドゴール大統領が大統領絶対の制度を創り上げた。ド
ゴールは、「国家の不可分の権威は、大統領を選出す
る人民によって大統領に完全に授与された」とした。
それは、英米流の権力の分立を認めない、フランス流
の民主主義の宣言であった＊4。そのようにして出来上
がった戦後のフランスの仕組みは、保守政党と左翼政
党が激しくぶつかり合う中で、社会党政権（ミッテラ
ン）を生み、保守政権（シラク）を生んできたが、3
年前の大統領選挙では、「右でも左でもない」との新
たな路線を打ち出したマクロン候補と、反EUを掲げ
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た極右政党「国民戦線（FN）」のルペン候補が上位二
人として争い、マクロン大統領を誕生させている。
なお、2回投票制は、国民議会議員の選挙（小選挙

区制）でも行われている。しかしながら、国民議会議
員選挙においては、上位2人だけでの決戦投票が行わ
れるわけではない。一回目の投票で登録有権者数の
12.5%以上を獲得した者が2回目に進むことになって
おり＊5、そこで相対多数となった者が当選者になる。2
人だけの決選投票で、必ず絶対多数で選出される大統
領とは、政治的な権威に大きな差が生まれることに
なっているのである。

2フランスの議会
フランスは、憲法上、行政府主導が規定されてお

り、「行政府中心主義」ともいわれる＊6。法律事項は憲
法で限定列挙されており、政令事項が広範にわたって
いる＊7。限定された法律事項についても、議会から委
任される形での多くの行政命令（オルドナンス、憲法
第38条）が制定されており、政府はいわば第2の立
法機関として位置づけられている。議会運営も、憲法
上、行政府主導となっている。フランス憲法第48条
第1項は、「議会の議事日程は、優先的に、かつ政府
の決める順序により、政府により付託された法案の審
議と政府により受け入れられた議員提出法案を含む」
と定めている＊8。政府は「この法案成立に信任をかけ
る」と宣言すれば、24時間以内に内閣不信任案が可
決されない限り、全くの審議なしでも法案を成立させ
ることができる（憲法第49条）＊9。議会側の政府牽制
手段である内閣不信任動議（下院議員の10分の1以
上の提案者で提出できる）も、提出後48時間が経過
しなければ採決されず、動議賛成票のみを数えて過半
数に達しなければ否決したこととされる（憲法第49

＊5） 1回目の投票で横一線なら計算上は8人（12.5％×8＝100％）が2回目に進む。
＊6） 以下の記述は、主に「比較議会政治論」（大山礼子、岩波書店、2003）による。
＊7） 政府は議員提出法案が憲法に定める法律事項に属さないと判断したときは、議長に対して不受理を要求でき、議長が同意しない場合には、憲法院にそ

の判断を求めることができる。他方、議会側から政府の定める政令が政令事項を超えるとの申し出は認められていない。
＊8） 議事日程は、会期の開始時に政府から議会に伝達されるが（国民議会規則第48条第5項）、政府は自由に変更できる。1995年の憲法改正で、月に1回

は、両院により設定される議事日程に優先が与えられるとされた結果、月1回は政府の議事日程に載せてもらえない議員提出法案も審議されることに
なった（「ユーロ時代のフランス経済」栗原毅、清文社、2005）。

＊9） 信任をかけた法案成立の手法は、欧州諸国では議会への政府の一般的な対抗手段である（「比較議会政治論」）。ドイツでも同様の手法が認められている
（連邦基本法第81条）。

＊10） 2020年7月3日に首相に任命されたジーン・カスティックスも、南仏プラド市の市長との兼職である。
＊11） 政府が委員会での法案審議を要求した場合、国会はこれを拒否できない。
＊12） 複数分野にまたがる6つの常任委員会が設置されている。議員は複数の委員会の委員を兼ねることができない。戦前には、各省の所管を基本とする

19の常任委員会が設置されていた。
＊13） 1994年からは、議事録が公開されるようになっている。実は、我が国の委員会も原則は非公開であるが（国会法第52条、認められるのは議員の傍

聴）、実際には報道関係者の他、議員紹介の形で広く一般人の傍聴が認められている。
＊14） それは、政府が予算編成権と同様の法案編成権を持っていると考えれば理解しやすい。

条2項）。大臣には、地方自治体の首長などとの兼任
が認められているが＊10、議員との兼職は禁止されてい
る。大臣を議会の政治的圧力から切り離すためであ
る。
国民議会の開催は、火、水、木の3日間のみで、金

曜日から月曜日までは、議員は選挙区にいるのが普通
である。火曜日と水曜日の午後約1時間は、英国のク
ウェスチョン・タイムと同様の「政府への質問」が行
なわれる。首相以下の全閣僚が出席し、テレビ中継も
される。質問は12－13問で、事前通告は行なわれな
い。質問時間は、与党を含む各会派に規模別に割り振
られる。隔週火曜日の午前中には、個別議員の地元の
問題を中心とする政府への口頭質問が行なわれてい
る。質問は事前通告され、1問につき7分、質問議員
以外の出席はあまり無く、政府側も答弁に必要な限定
メンバーで臨んでいる。
委員会は法案が送付＊11されてから3ヶ月以内に審議

を終了して本会議に報告しなければならない。委員会
は、戦前の委員会において議員が個別利益を代表して
跋扈したことへの反省から、個々の議員が省庁の利害
に結びつきにくくするために大委員会制度となってい
る＊12。委員会は、非公開である＊13。委員会審議におけ
る与野党の委員からの修正案提出に制限は無いが、政
府はいつでも議長に対して政府として受理するとした
修正案だけを加えた政府提出法案の全部または一部に
ついて1回で表決すること（一括採決）を求めて審議
を終わらせることができる（憲法第43条、第44
条）＊14。米国における一括採決（ポーク・バレル法案）
は、議員のお手盛り法案を通す手法となっているが、
フランスの一括採決は、与党会派による多数の修正法
案を政府が調整する手法となっている。というのは、
フランスでは、日本のような政府と与党の事前調整手
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続きがないため、時として委員会審議において与党会
派から多くの修正法案が提出され、その調整が委員会
の場に委ねられるからである。本会議の審議では、大
臣と委員会の報告者はいつでも発言できるが、一般の
委員は予め議長に申し出て発言しなければならない。
発言は5分以内とされており、2人以上の反対意見が
あった後には議長はいつでも討論の終結ができる。
予算委員会は、戦前は与野党対決の場とされていた

が＊15、戦後は政府と与党の調整の場となっている。政
府は、あらかじめ数10億円程度の「議会用の枠」を
用意しており、調整の結果として政府案の修正が行わ
れる。議会による予算案の増額修正や歳入の減額修正
は認められず、年度末までに予算が成立しない場合に
は政府案がそのまま翌年度の予算となる。

3フランスの草の根からの民主主義
日本の感覚では、かなり強烈なフランスの「行政府

中心主義」が、フランスの国民に受け入れられている
背景には、フランス流のエリート主義と、フランス流
の草の根からの民主主義が機能していることがある。
フランス大統領の経歴は様々で、マクロンと前任のオ
ランドは医者の息子、サルコジはハンガリー移民の2
世、親日派で知られたシラクは銀行員の息子でありな
がら共産党員の経歴を持っていた。エリート主義は、
この4人のうちサルコジを除く3人がENAという国
立のエリート養成校の出身であることに象徴されてい
るが、その点は次回として、今回は、フランス流の草
の根からの民主主義について見ていくこととする。
それは、地方出身の政治家が地方議会から国政へと

自らを鍬錬しながら育っていくシステムであり、柔軟
な政権交代が行われるフランス政治＊16の土台になっ
ているものである＊17。それは、コミューン、県、州と
少しずつ異なっているが＊18、基礎レベル自治単位であ
るコミューンの場合、「拘束名簿二回投票式比例代表
併用多数派プレミアム制」とでも呼ぶべき選挙制度で

＊15） 戦前の予算委員会は「栄達者の委員会」と呼ばれた。各委員には個室が割り当てられ、職務を補佐する役人が大蔵省から派遣されており、ある省の予
算について報告者となった後には、「その長（大臣）になることを約束されたと自認するようにな」った。大蔵大臣は形式的に出席している状況で
あった（「予算議決権の研究」小沢隆一、弘文堂、1995）。

＊16） 政権交代が起こりにくい日本政治について、日本経済新聞政治部長の丸谷浩史氏は、その背景に地方議会の党派構成の固定性を指摘している（日本経
済新聞、2020.7.4）。

＊17） 以下の記述は、主として、地方自治2002.4、第653号（山下茂自治体国際化協会パリ事務所長、当時）によっている。
＊18） 県議会議員選挙（小選挙区制）は、大統領選挙と同じ二回投票制。州議会議員選挙は、コミューンと同様の多数派プレミアム制（但し、多数派プレミ

アムは半数でなく4分の1）。人口3500人以下の小規模なコミユーン（コミューンの9割以上を占める）の場合、選挙人は自分の選択する名簿から一
部の侯補者を削除したり、別の名簿に掲載された侯補者を追加したりできる。一回目で有効票の過半数に達した者は当選となる。

＊19） 同様の仕組みは、英国、イタリア、さらにはドイツの大部分など、欧米諸国では一般的に見られるものである。

ある。コミューン議会の選挙では、各党派は議席数と
同数の候補者を記載した名簿を提示して選挙に臨む。
名簿の筆頭にはその党派が多数となった場合に首長
（メール）に互選する予定の候補者が記載される。有
権者はその名簿に対して投票する。一回目の投票で有
効投票の過半数に達した名簿があれば、その名簿を提
示した党派がまず議席の半数を獲得し（多数派プレミ
アム）、残りの半数を有効得票の五%以上を獲得した
党派の名簿（過半数を獲得した党派の名簿も含む）で
比例配分する。一回目に過半数に達した名簿がない場
合には、一週間後に二回目の投票が行われ、その結
果、相対多数を得た名簿に議席の半数を配分し（多数
派プレミァム）、残りの半数の議席を得票数に応じて
多数派を含む各党派に比例配分する。
このような仕組みの結果、多数派が必ず安定多数を
獲得して責任ある政治を行うことになる。具体的に
は、多数派が選出する首長（メール。議会の議長でも
ある）と、それを補佐して各行政分野を所掌する数人
の議員（副メール）が行政執行にあたる。それは、地
方版の議院内閣制とでもいうべき仕組みである＊19。自
治体国際化協会のパリ事務所長を務めた山下茂氏によ
れば、地方議会が行政責任を負わず、「審議」機能し
か果たさない制度を全国一律にとっているのは、いわ
ゆる先進国では、おそらく我が国だけで、その結果、
我が国では「政治家が自らを鍬錬し育っていくための
現場が不足している」。フランスでは、「地方で責任あ
る立場を経験し、実績や失敗を積み上げ、周囲の業績
評定を受けることによって厳しい選抜をされ磨かれ続
けた政治家が、次第に活動範囲を拡げて国会や内閣の
一員となり、国家の政治を担うという道筋が生まれて
いる。国際政治や国政全体と較べれば影響範囲が限定
される地方行政の土俵での実際の活動を見ることに
よって、議論に長けていても行政責任を担うには決断
力が欠けるということはないか？、人気はあっても責
任ある立場には不向きであることはないか？、自らの

 46 ファイナンス　2020 Aug.

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

07_P44-48_SPOT_05.indd   46 2020/08/07   13:15:44



利益にばかり拘る性格ではないか？などなど、有権者
や政治家同士の間でのさまざまなチェックを経た後に
初めて、国政の場で、あるいは世界で活躍をしてもら
うかどうかを判定すればよい」。行政の新たな試みに
ついても、「個別地方で『実験』可能なことは実行し
てみればよい。その場合、たった一ヶ所、たった一回
の『成否』だけで、すぐには全国に通じる判定をしな
いように注意しながら、成功と失敗の経験を積み重ね
ることによる柔軟な行政の実現にも繋がっている」。
それが、フランスの草の根から政治家を育てるシステ
ム（実践的な民主主義の学校）というわけである。
多数派プレミアムを認めるフランスの選挙制度は、

小数派に不利で死票を増やしてしまうという問題を抱
えている。しかしながら、フランスでは、むしろ政治
をよくするものと認識されている。その理由の一つ
が、新人発掘効果である＊20。わが国のような一回投票
制の下においては、候補者「乱立」による共倒れを防
ぐために、候補者を事前に「一本化」することが必要
となり、それが「新人挑戦抑制効果」を生んでいる。
特に多数派の与党から新人が議員として立候補しにく
くなっている。それに対して、フランスの二回投票制
では、一回目の投票には与党からも野党からも議員定
数の枠いっぱいに候補者が立てられるので、そのよう
なことはないというわけである。フランスでは、政治
家の兼職が幅広く認められており、それも新人の政治
への挑戦を容易にしている＊21。山下氏は、我が国のよ
うに、政治家に立候補するだけで、当選するか否か分
からないうちに現職を自動的に失うというような潔癖
な仕組みではリスクが大きすぎる。結局、親の地盤を
引き継ぐか、マスコミの寵児であるか、よほど生活に
余裕があるか、寛大な後援者から特別な資金援助があ
るか、あるいは家族を含めて悲惨な生涯を送ることに
も甘んじる悲壮な覚悟をするかというのでない限り、
高い志があっても、挑戦すること自体を断念するしか
ないことになってしまう。政治の世界に、一般国民の
生活感覚を持った普通の人が、より多く参面できるよ
うにするためには、立候補のリスクを出来るだけ小さ

＊20） 多数派の候補者が内部調整不調で「乱立」した結果、少数派の候補者が当選する「漁夫の利」を減少させる効果もあるとされる。
＊21） 我が国でも、戦前は、フランスと同様に兼職が認められていた。安倍晋三代議士の祖父、安倍寛氏は昭和12年から山口県油谷町長と衆議院議員を兼

務していた（週刊新潮2003.10.9）。昭和の金融恐慌時に高橋是清の後継の蔵相となった三土忠造は、明治41年の総選挙に朝鮮総督府の学政参与官
を辞して香川県から立候補したが、伊藤博文から「もし落選したとき困るから朝鮮のほうは辞めないで選挙をやり、当選してから辞めていいではない
か」といわれた（「大蔵省外史」有竹修二）。

＊22） 「自公政権とは何か」中北浩爾、ちくま新書、2019

くした方がいい。フランスの制度は、政治に意欲のあ
る若い人が「比較的に出やすいコミューンから始め
て、県や州、そして国会へ、欧州議会へと、新しい立
場に挑戦し、活動範囲を拡大するには好都合。生誕や
学歴での『エリート』ではない人が政治家としての階
梯を上ることにも活用できる」とのこと。そのような
仕組みを土台に、時代の要請に応じて柔軟に変化する
フランスの政治が生み出されてきている。ハンガリー
移民の2世だったサルコジは、パリ大学在学中にパリ
近郊の市の市議会議員になり、28歳で市長、その5
年後に国民議会議員に当選し、その後閣僚を歴任しな
がら2007年の大統領選挙で大統領になっている。わ
が国では、1回ごとの選挙の死票にばかり注目が集ま
るが、フランスのような仕組みが、時代の要請にあっ
た政権交代を可能にするとすれば、それは長期的に見
て死票を生かす仕組みだということが出来よう。
以上が、筆者が、かつて主計局の調査課長時代に取

りまとめたレポートに沿った記述であるが、その後、
イタリアにおいて興味深い制度の変遷があった＊22。イ
タリアの選挙制度は、かつて、死票が生じない比例代
表制であったが、それが不安定な多党制をもたらすと
して、1993年に今日の日本と同じような小選挙区比
例代表並立制が導入された（4分の3が小選挙区、4
分の1が比例代表）。その結果、96年の総選挙以降、
中道右派の「自由の極（家）」と中道左派の「オリー
ブ連合」への二ブロック化が進展した。2005年には、
フランス型の「多数派プレミアム付き比例代表制」が
導入されて、2008年の総選挙では中道左派の民主党
と中道右派の自由国民の二大政党化が観察された。と
ころが、その後、経済危機と政治腐敗が深刻化する中
で、既成政党を批判する五つ星運動が躍進し、政局が
流動化し始めた。そのような中、2017年には、1993
年に導入されたのと同様の小選挙区比例代表並立制
（ただし、小選挙区と比例代表の定数はおおよそ4対
6。比例代表制的な性格が強められた）とされ、2018
年の総選挙では五つ星運動を最大与党としフィレン
ツェ大学の法学教授、ジョゼッペ・コンテを首相に担
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ぐ連立内閣が成立している。この間、イタリアは、比
例代表制から始まって、フランス型の多数派プレミア
ムの制度にもトライしたが、結局、日本と同様の制度
に落ち着いたのである。このようなイタリアの変遷か
らは、フランス型の仕組みにさえすれば、フランス流
の民主主義が育つわけではないと言えそうだ。ただ、
そう断言するにはイタリアがフランス型の制度を試み
た期間はあまりにも短い。なお、日本の市町村（政令
指定都市以外）は、自治体の全域が単一選挙区の大選
挙区制となっており＊23、死票が生じにくいフランスと
対極的な仕組みである。

4財政責任を担うフランスの地方自治体
フランスは、財政健全化に果敢に取り組んでいる国

である。リーマン・ショック後の財政赤字に対して
は、2012年に富裕税付加税（0.5％）を導入し、
2014年には付加価値税の20％への引き上げ、職業訓
練助成金の廃止などを行った。マクロン大統領も、
2022年までに、財政赤字をGDP比で3％引き下げる
との公約を掲げて政権運営を行ってきているが筆者の
見立ては、その背景にあるのが、フランスの地方自治
体に見られる厳しい財政責任であり、それがフランス
型の草の根からの民主主義を育ててきた。フランス型
の仕組みが短期間で終わってしまったイタリアにはそ
れがなかったというものである。
フランスにおいては、3万6000余の市町村を始め

として、州、県等の各地方自治体の議会は、毎年の予
算で財源不足が生じるような場合には、住民に増税を
求めなければならない＊24。その背景にあるのが、単年
度課税の原則である。それは、各年度の歳出をその年
度の税収で賄うというものである＊25。フランスの予算
審議では、国でも地方でも、この原則の下、まずは歳

＊23） 「政治改革再考」待鳥聡史、新潮社、2020、p258
＊24） 我が国で地方に厳しい財政責任が問われないのは、地方に十分な財源が移譲されていないからだという議論があるが疑問である。今日、ほとんどの地

方税について独自の増税が可能となっている。なお、フランスでは、増税により他の自治体よりもより「徴税努力」を多く行った自治体には、国から
より多くの交付金が配分されている。

＊25） 単年度課税の原則は、議員が税を通じて選挙民と結びつくことを担保している原則ともいえる。財政制度等委員会、財政投融資分科会長の富田俊基氏
は、その結びつきがないことが、日本の地方自治を「民主主義の学校」ではなく「陳情の学校」にしてしまったと批判している。

＊26） 地方税の税率を決めるのは地方であるが、課税標準の決定と徴収は国が行っている（ファイナンス、2002・11、各国の財政制度（フランス）参照）。
＊27） 経常部門と資本部門がそれぞれ収支均衡し適正に借入金の元本償還がなされている状態。
＊28） 同様の仕組みは、決算についても規定されている。地方公共団体の決算において一定額以上の欠損（経常部門収入の5％以上。人口2万人以下の市町

村については10％）が生じた場合には、県地方長官は州会計検査院に対して提訴を行い州会計検査院は提訴から1ヶ月以内に財政均衡回復の為に必
要な措置を勧告する。勧告がなされた場合には県地方長官は勧告に沿った予算を決定して執行する。

＊29） 「租税の必要最小限の法則」は、今日、ほとんど知られていないが、戦前の明治31年には、第3次伊藤内閣が本予算を審議しない特別議会に地租増徴
法案を提出したのに対して、自由・進歩両党が、歳出の規模が明らかにならないままの増税は「租税の必要最小限の法則」に反して非立憲的だとして
否決している（「歴代首相物語」御厨貴編、新書館、2003）。

＊30） 自治体の中には、限られた財源の中で歳出をやり繰りして増税を回避しているところもある。なお、わが国でも、戦前はフランスと同様の仕組みの
下、地方によって地方税には3－15倍のばらつきがあった（「明治地方制度成立史」亀掛川等、柏書房、1967）。

入の議決を行ってから歳出の議決が行われる。とはい
え、フランスでも、国においては、公債発行が恒常化
した結果、税収の範囲内で歳出が認められるとの基本
の部分が形骸化してしまっている。他方、この原則が
厳しく守られているのが地方自治体である＊26。県の事
例で言えば、県議会で審議される予算には実質的収支
均衡＊27が義務付けられている。そうでないと認めら
れる場合には、中央政府が任命する県地方長官が、州
の会計検査院に県議会に修正議決を要請するようにと
申立てる。要請にもかかわらず、1ヶ月以内に県議会
が修正議決を行わない場合には、県地方長官が修正し
た予算を決定して執行するのである＊28。それだけ聞く
と、何と中央集権的なのかとの印象を受けるが、教育
関係費、福祉給付費、県・市町村道管理費等の義務的
経費が十分に計上されていない場合には、県地方長官
だけでなく、その利害関係者も州会計検査院に対して
申し立てが出来ることになっており、必ずしも中央集
権的な仕組みというわけではない。そもそも単年度課
税の原則は、「租税の必要最小限の法則」＊29という財
政民主主義の原則を担保するためのものであり、その
枠内で、住民に最も近い地方の政治が行われるのは当
然というのがフランスの感覚である。そのような仕組
みの下、多くの自治体では臨機応変に増税が行われて
おり、地方の税率にはかなりのばらつきがあるのが現
状となっている＊30。
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