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平成２７年９月１３日 

民間税調第８回シンポジウム 

基調報告 

 

地   方   税 

 

川 村 栄 一 

 

１ 地方税を検討するに当たっての方向性 

 

民間税調第８回シンポジウムにおいて地方税を検討するに当たっては、地方税

の各税目は極めて多岐にわたっているが、道府県（都を含む。以下同じ。）及び

市町村（特別区を含む。以下同じ。）の基幹税目は限られており、かつ、検討の

素材に上げるべき税目は、既に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的

な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年８月２２日

法律第６８号。以下「税制抜本改革法」という。）において、おおむね明示され

ている。 

そこで、このシンポジウムにおいては、一つの方向性として、税制抜本改革法

に示されている地方税制の在り方及び個別税目について取り上げることとする。 

固定資産税については、税制抜本改革法に示されてはいないが、住民税と並ぶ

市町村の基幹税であることから、これを含めて検討していくこととする。 

（注）ここにいう基幹税とは、道府県税にあっては、道府県民税及び事業税を

いい、市町村税にあっては、市町村民税及び固定資産税をいう。 

 

（１）税制抜本改革法は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を

構築することができるよう、「税」については、社会保障の安定財源の確保及

び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の税率の引上

げ等を行うため、消費税法の一部改正その他の税制の抜本的な改革等について

定めることとしている（同法１条）。 

また、この税制抜本改革法においては、地方税制については、次のとおり検

討することとされている。 

① 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、偏在性の小さい地方税

体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な

改革に併せて抜本的に見直しを行う（税制抜本改革法７条５号イ）。 

② 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在

り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、そ

の際、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する（同号ロ）。 

すなわち、税制の抜本的な改革における地方税制の在り方とは、地方消費税

の税率引上げが行われることに併せて、地方法人課税の在り方を見直すことに
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より、税源の偏在性を是正する地方税制を構築することにあると考えられる。 

 

（２）税率引上げが法定化とされている地方消費税を除く個別税目については、次

のとおりとされている。 

① 個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負

担を分かち合うという個人住民税の基本的性格、すなわち、「地域社会の会

費的性格」を踏まえ、次の基本的方向性により検討する（税制抜本改革法７

条２号ニ）。 

ａ 税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の

安定性の向上の観点から、比例税率を維持することを基本とする（同号ニ

（１））。 

ｂ 諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観

点から、個人住民税における所得控除の種類及び金額が所得税における所

得控除の種類及び金額の範囲内であること並びに個人住民税における政

策的な税額控除が所得税と比較して極めて限定的であることを踏まえる

とともに、所得税における諸控除の見直し及び低所得者への影響に留意す

る（同号ニ（２））。 

すなわち、「所得控除の抜本的な整理」がなされるものと考えられる。 

ｃ 個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り

方については、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び

地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する（同号ニ（３））。 

すなわち、現行の前年課税を現年課税に改めることを検討するものと考

えられる。 

ｄ 地方消費税率及び消費税率の引上げを踏まえ、低所得者に配慮する観点

から、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組

みその他これに準ずるものをいう。以下同じ。）の導入について、所得の

把握、執行面での対応の可能性等を含め、様々な角度から総合的に検討す

る（税制抜本改革法７条１号イ）。 

この給付付き税額控除の導入が検討される場合には、所得税の課税 低

限以下で個人住民税の非課税限度額を上回る所得水準に対しては、個人住

民税のみが課されることから、所得税のみならず、個人住民税においても、

給付付き税額控除の導入が検討されるものと考えられる。 

② 法人住民税については、現在、地方税法が定める税率を縮減し、その縮減

した税率に相当するものを地方法人税という国税とされており、その国税化

したことによる税収を地方交付税の原資として、地方交付税の不交付団体を

除く全国の道府県及び市町村に配分されている。 

この法人住民税の在り方については、上記（１）②の地方法人課税の在り

方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずる一環として、検

討されるものと考えられる。 
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③ 法人事業税については、現在、地方税法が定める税率を縮減し、その縮減

した税率に相当するものを地方法人特別税という国税とされており、その国

税化したことによる税収を地方法人特別譲与税として、全国の道府県に配分

されている。 

この法人事業税の在り方については、上記（１）①の現行の地方法人特別

税及び地方法人特別譲与税を税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直し

を行うとされている。すなわち、法人事業税の所得課税に相当する所得割が

抜本的に見直されることになると考えられる。 

 

（３）地方消費税の申告については、現在、国の税務署長又は税関長に対し申告す

ることとされているが、消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団

体の役割を拡大するため、当面、現行の制度の下でも可能な納税に関する相談

を伴う収受等の取組を進めた上で、地方公共団体における体制の整備状況等を

見極めつつ、消費税を含む税制の抜本的な改革を行う時期を目途に、消費税及

び地方消費税の申告を地方公共団体に対して行うことを可能とする制度の導

入等について、実務上の問題点を十分に整理して、検討するとされている（税

制抜本改革法７条１号リ）。 

すなわち、地方消費税の譲渡割の申告については、道府県知事に対しするよ

う、申告納税方式を見直しを検討することになると考えられる。 

（注）譲渡割とは、国内取引に係る地方消費税をいう。 

 

（４）固定資産税については、３年に一度の基準年度（直近では平成２７年度）に

おいて、所要の税制改正がなされているが、民間税調の基本的考え方である公

平な税制を構築するという観点から、商業地等の負担水準等について、一応の

検討を加えておくこととする。 

また、中長期的な視点からの固定資産税の財源調達機能の再検討が必要な場

合に備えて、一定の課題について、検討しておく。 

 

（５）地方公共団体間のいわゆる財政力格差の問題については、税制抜本改革法が

指摘する税源偏在の問題の一環として捉えることができるが、その是正措置

は、既に地方法人特別税及び地方法人税の問題として顕在化している。 

これらは、税制の抜本的な改革が行われるまでの当面の措置又は暫定措置で

あることに鑑みれば、仮にそれらの廃止後においてそれらに代わる税源偏在の

是正策が講じられるとすれば、その財源相当分は地方交付税の原資となること

も想定されなくはないことから、地方交付税の基準財政需要額の算定について

の課題ないし問題点等についても、一定程度検討しておく。 

 

（６）以上の題材によって、国民、都民の視点から、公平で望ましい地方税制ない

しは地方税体系の構築に資することができるよう、以下、その検討の素材を提



- 4 -

供したい。 

 

２ 法人事業税及び地方法人特別税 

 

財源超過額の把握ないしはその数値には計算上の問題点等があることは、後記

４において後述するとおりであるが、法人二税の税収が東京都に多く集中してい

るのは、否定することのできない事実である。 

そこで、以下の法人事業税と法人住民税の項においては、現在講じられている

税源偏在是正措置（この表記が適当であるかどうかはともかく、一応このように

しておく。）の概要を説明した上で、税制の抜本改革において検討されることが

想定されるものを示したい。 

 

（１）事業税の沿革及び性格 

事業税の歴史は長く、古くは営業税（明治１１年）に遡るが、現行の事業税は

昭和２９年に創設されている。戦後のシャウプ勧告は、現行事業税の前身である

昭和２３年に創設された事業税に代えて、附加価値税の創設を提言し、昭和２５

年に立法化された。しかし、附加価値税は、税負担の増減が生じる等の理由によ

り実施が度々見送られ、結局、一度も実施されることなく、昭和２９年に廃止さ

れた。その間、旧事業税が暫定措置として課されていたが、これに代わって新た

な事業税を創設することとされたのが現在の事業税である。 

事業税は、事業を課税客体とし、法人又は個人が行政サービスを受けながら事

業活動を営んでいるという事実に担税力を見出し、事業を営む法人及び個人に対

し、課すものである。事業税は、事業に対して課されるものであるから、講学上

の物税に属し、その課税の根拠は、事業活動と行政サービスとの受益関係に着目

し、その受益の量に応じて負担すべきであるとの応益性の原則に求められる。換

言すれば、事業税は、事業が収益活動をする上において道府県の設置する各種の

公共施設を利用し、あるいはその行政サービスを享受することに対する、一種の

受益者負担金的性格を有するものである。 

このため、事業税の課税標準は、事業が受ける行政サービス等の受益量をより

正確に反映するもの、ないしは事業の規模ないし活動量を反映したものとするこ

とが合理的であると考えられる。 

しかし、当時の事業税及び附加価値税の沿革等からして、余りに急激な税負担

の変動が生ずるのは望ましくないこと、収益の低い中小企業から事業税を徴収す

ることには政策上問題があること等から、地方税法は、収入金額課税とされた電

気・ガス供給業等の業種を除き、所得のみを課税標準としたという経緯がある。 

（注１）事業税が応益税であることは、受益関係にない外国の事業に帰属する

所得等を除外する実定法上の規定から明らかである。 

（注２）事業税が所得課税でないことは、事業税を損金又は費用として控除す

ることができ、また、外国税額控除の対象とはされていないこと等の実
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定法上の規定から明らかである。 

 

（２）法人事業税及び地方法人特別税のあらまし 

ア 法人事業税のあらまし 

法人事業税の課税客体は、法人の行う「事業」である。 

法人事業税の納税義務者は、道府県に事務所又は事業所（以下「事務所等」とい

う。）を有して、「事業」を行う法人である。 

法人事業税の課税標準は、次の事業の区分に応じ、次に掲げるものをいう。 

① 次の②以外の事業 

ⅰ 付加価値割  各事業年度の付加価値額 

ⅱ 資本割    各事業年度の資本金等の額 

ⅲ 所得割    各事業年度の所得 

② 電気供給業、ガス供給業及び保険業  各事業年度の収入割額 

法人事業税の納税義務者は、法人の行う事業の区分に応じ、次の法人事業税額

について納税義務を負う。 

① 次の②以外の法人 

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額 

② 公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投

資法人及び特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人、資本金等の額が１億

円以下の法人、資本又は出資を有しない法人 

所得割額 

③ 電気供給業、ガス供給業及び保険業 

収入割額 

法人事業税の標準税率は、平成２０年度の地方税制改正において、地方法人特

別税が創設されたことから、次のイの税率表において示すように、大幅に縮減さ

れている。 

イ 地方法人特別税のあらまし 

平成２０年度の地方税制改正においては、地域間の税源偏在の是正に早急に対

応するためとして、法人事業税の所得割の一部を分離し、国税である地方法人特

別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に

対して譲与する措置が講じられた。 

これは、地方消費税の充実と地方法人課税の在り方の見直しを含む地方税改革

の実現に取り組む中で、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の

暫定措置であるとされている。 

※ 地方法人特別税（地方法人特別譲与税）の総額（資料１参照） 

１兆２０００億円（平成２７年度ベース） 

※ 東京都への影響額      △１４００億円（平成２７年度ベース） 

 

① 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって課される外形課税対
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象法人 

 

 標準税

率 

27標準 

税率 

28標準

税率 

 

 

 

 

 

 

 

 

27暫定

税率 

28暫定

税率  

 

 

 

 

 

 

区    分 

付加価値割 各事業年度の付加価値額 0.48％ 0.72％ 0.96％    －    － 

資本割 各事業年度の資本金等の額 0.2％ 0.3％ 0.4％    －    － 

 所

 得 

 割 

 

年所得400万円以下の金額 3.8％ 3.1％ 2.5% 1.6％ 0.9 ％

年所得400万円を超え800 万円

以下の金額 

5.5％

 

4.6％

 

3.7% 

 

2.3％ 

 

1.4％

 

年所得800万円を超える金額 7.2％ ６％ 4.8% 3.1％ 1.9％ 

  （注）表中の 27 標準税率は、平成 27 年４月１日以後に開始する事業年度に係る

法人事業税について適用され、28 標準税率は、平成 28 年４月１日以後に開

始する事業年度に係る法人事業税について適用される（以下同じ。）。 

 

② ①及び特別法人を除くその他の法人 

      

 27暫定

税率 

28暫定

税率  

 

 

 

 

区    分 標準税率  

 

 

 

 

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 ５％ 3.4％ 3.4％ 

各事業年度の所得のうち年400万円を超え800万円

以下の金額 

7.3％ 

 

5.1％ 

 

5.1％ 

 

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 9.6％ 6.7％ 6.7％ 

 

③ 電気供給業、ガス供給業及び保険業の標準税率 

 

 27暫定

税率 

28暫定

税率  

 

区    分 標課税率  

 各事業年度の収入金額 1.3％ 0.9％ 0.9％ 

 

（３）地方法人課税に関する知事会の提言・要望等 

① 全国知事会の地方税財源の確保・充実に関する提言（平成２７年７月２９日） 

地方法人特別税・譲与税制度については、その廃止等を基本として検討すべ

きである。単に法人事業税に復元するだけでは地域間の税収格差が現在より拡

大すること等の課題があり、現行制度が持つ偏在是正効果を十分踏まえた措置

が講じられるべきである。 

法人税改革に伴う地方法人課税の見直しについては、法人実効税率を引き下

げる場合の代替税財源の確保を図るよう、恒久財源を確保すべきである。また、

大法人について外形標準課税をさらに拡大していく方向で検討すべきである。 
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② 関東知事会の国の施策及び予算に関する提案・要望（平成２７年６月） 

「地方法人課税の堅持」として、地方法人課税は行政サービスに対する応分

の負担という大原則に基づくものであり、地方団体の重要な財源であることか

ら、縮減は行わないこと、法人住民税の国税化は、自主財源である地方税を縮

小することにほかならず、地方分権の流れに逆行することから、今後の在り方

について引き続き議論し、地方分権改革に資する地方法人課税とすることを提

言している。 

 

（４）税制の抜本改革において検討すべき法人事業税の課題 

① 法人事業税は物税であり、かつ、所得課税ではないことから、いわゆる大法

人については、全て外形標準課税によることを検討すべきである。 

② 法人の実効税率引下げの検討をする必要がある場合には、法人税率の引下げ

とあわせて、所得割の税率の引下げ又は廃止も選択肢の一つであろうが、この

場合には、恒久的な代替財源の確保（例えば、消費税源との交換）を検討すべ

きである。 

③ 外形標準課税は、付加価値割の割合を高め、資本割の割合を低くすべきであ

ろう。また、資本割については、対象法人の区分を検討すべきであろう。 

④ いわゆる中小法人についても、その税負担が加重とならないよう配慮しつ

つ、外形標準課税の一部導入を検討すべきであろう。 

戦後、附加価値税が廃止されて現行の事業税が導入された昭和２９年当時の

国会審議においては、経済の状況が非常に浅いこと、産業界の基礎があまりに

弱すぎること等が懸念され、事業税が所得課税であることは適当ではないこと

を認めながら、改正前の事業税（昭和２３年）のとおり、所得課税とされた経

緯がある（昭和２９年３月第１９回国会会議録等参照）。 

しかし、当時から６０年以上が経過し、経済状況が格段に向上した今日でも、

相変わらず当時のままの姿で法人事業税が推移するというのは、適当ではない

のではないか。個人事業者についても、同様のことがいえるのではないか。 

 

３ 法人住民税及び地方法人税 

 

（１）法人住民税の沿革及び性格 

現行の地方税法は、昭和２５年に成立しているが、法人住民税は、昭和２５年

に制定された当時、法人市町村民税の均等割のみが課されることとされたが、昭

和２６年には、法人税割が課されることとなった。 

道府県民税は、昭和２５年当時、存在しなかったが、昭和２９年になって、市

町村民税から税源移譲する形で、道府県民税が創設され、法人にも、個人と同様、

均等割と法人税割が課されることとなった。 

個人は、地域の構成員であって、個人住民税は、地方公共団体が提供する行政

サービスに要する経費を地域の住民が広く負担し合うという、負担分任の考え方
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に基づく租税であり、いわば地域の会費的性格を有する租税である。法人も地域

の構成員の一つと考えれば、法人住民税の課税根拠ないしは性格も、個人住民税

と同様に考えることができるであろう。 

すなわち、法人住民税は、法人も地域の構成員であるから、個人住民税と同様に、

地方公共団体が提供する行政サービスに要する経費を賄うため、地域の住民ないし

構成員に対し、広く負担を求めるために課される租税であるといえる。 

 

（２）法人住民税及び地方法人税のあらまし 

ア 法人住民税のあらまし 

法人住民税には、法人道府県民税と法人市町村民税とがあるが、ここでは、両

者をまとめて記述することとする。 

法人住民税の納税義務者は、次のとおりである（法人課税信託の引受けを行う

ことにより法人税を課される個人は便宜上除外しておく。以下同じ。）。 

① 道府県（市町村）内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有す

る法人 

② 道府県（市町村）内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設（以下

「寮等」という。）を有する法人で、その道府県内に事務所等を有しない法人 

このうち、①の法人は、均等割額及び法人税割額の合算額によって、②の法人は、

均等割額によって、それぞれ納税義務を負う。 

法人住民税の均等割は、次のとおり、資本金等の額及び従業者数の区分に従って、

定額で課される。なお、均等割は、赤字法人も負担するとされている。 

 

               法人の区分           標準税率 

資本金等

の額を有

する法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金等の額 

 

市町村内

の従業者

数 

道府県民

税 

 

市町村民

税 

 

法人都民

税（特別区

内） 

50億円超 

 

 50人超    80万円   300万円  380万円 

 50人以下    80万円    41万円  121万円 

50億円以下10億円超

 

 50人超    54万円   175万円  229万円 

 50人以下    54万円    41万円   95万円 

10億円以下１億円超

 

 50人超    13万円    40万円    53万円 

 50人以下    13万円    16万円    29万円 

１億円以下1000万円

超 

 50人超     5万円    15万円    20万円 

 50人以下     5万円    13万円    18万円 

1000万円以下 

 

 50人超     2万円    12万円    14万円 

 50人以下     2万円     5万円     7万円 

               上記以外の法人     2万円     5万円     7万円 
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法人住民税の法人税割の課税標準は、法人税額である。ただし、利子配当等に係

る所得税額、試験研究費の特別税額控除などを控除する前の法人税額である。 

法人住民税の法人税割の標準税率及び制限税率並びに地方法人税創設後のこれ

らの税率は、次のとおりである。 

① 法人道府県民税法人税割 標準税率    ５％ 制限税率    ６％ 

地方法人税創設後      標準税率  ３．２％ 制限税率  ４．２％ 

② 法人市町村民税法人税割 標準税率 １２．３％ 制限税率 １４．７％ 

地方法人税創設後      標準税率  ９．７％ 制限税率 １２．１％ 

ただし、東京都は、その特別区の存する区域においては、法人道府県民税と法

人市町村民税を一の税とみなして法人都民税を課すこととされており、その税率は

次のとおりである。 

法人都民税法人税割  標準税率 １７．３％  制限税率 ２０．７％ 

地方法人税創設後    標準税率 １２．９％  制限税率 １６．３％ 

イ 地方法人税のあらまし 

平成２６年度の地方税制改正においては、地方法人課税の偏在是正及び地方交

付税の財源を確保するため、法人道府県民税法人税割及び法人市町村民税法人税

割の税率引下げを行う一方、それに見合う税収規模の地方法人税を国税として創

設することとされた。地方法人税の税率は４．４％である。 

この国税化された地方法人税の税収は、地方交付税の原資として、地方交付税

の不交付団体を除く全国の道府県及び市町村に配分されている。 

※ 地方法人税（地方交付税の財源）の総額  ６０００億円（資料１参照） 

※ 東京都への影響額  △１７００億円（特別区分を含む。）（同上） 

（東京都の試算では、△１８００億円） 

 

（３）地方法人税に関する全国市長会等の提言・要望等 

① 全国市長会の重点提言（平成２７年６月１０日） 

「地方法人課税の偏在是正に当たっての都市自治体の意見の反映」という項

目において、消費税率（国・地方）１０％段階で法人住民税法人税割の交付税

原資化を更に進めるに当たっては、企業誘致や地域の産業経済活性化のための

様々な施策を通じて税源涵養を図っている都市自治体の努力が損なわれるこ

とのないよう十分配慮すること、法人住民税法人税割の交付税原資化について

は、地方消費税率の引上げに伴う地方団体間の財政力格差を是正するために創

設されたものであり、これを地方一般財源の不足に対する確保策としないこと

を提言している。 

② 指定都市 

法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として地方間で再配分する地方法人

税は、単なる地方間の税収の再配分となる制度であり、受益と負担の関係に反し、

また、真の分権型社会の実現の趣旨にも反しているため、速やかに撤廃し、法人

住民税に復元するべきであること、法人実効税率を更に引き下げる場合には、法
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人住民税が減収とならない制度設計を行うべきであることを提言している。 

③ 全国知事会の地方税財源の確保・充実に関する提言（平成２７年７月２９日） 

全国知事会は、法人道府県民税法人税割の地方交付税の原資化について、特

段の意見を述べていない。したがって、これを容認していると受け取れないこ

とはないであろう。 

 

（４）指定都市などの提言の比較 

上記（３）の提言等の内容を比較すると、全国市長会と指定都市では、大きな

意見の相違を見て取ることができる。 

前者は、留保付きながら法人市町村民税法人税割の地方交付税原資化を容認し

ている。これは、地方交付税の交付団体が多いことによるものであろう。 

後者は、もともと法人市町村民税法人税割の一部地方法人税化に反対しており、

法人市町村民税法人税割の完全復元、さらには、地方消費税の税率引上げにより、

地方交付税の不交付団体になることが期待されているからと考えられる。自主的

な財源の確保を考えているからに他ならないと考えられる。 

全国知事会が法人道府県民税法人税割の地方交付税の原資化について特段の意

見を述べていないのは、東京都を除く全ての道府県が地方交付税の交付団体であ

ることに原因があるように考えられる。 

 

（５）税制の抜本改革における法人住民税の検討 

地方公共団体間の税源偏在を是正する立場から、一部に、法人住民税法人税割

と国税である消費税の地方交付税の財源との税目交換を主張する意見がある。 

この場合には、法人住民税には、均等割のみが残り、法人住民税法人税割は廃

止されることになる。 

問題はこれでよいのかである。法人も地域の構成員であり、何らかの税負担を

すべきであると考えれば、均等割のみを課す法人住民税であってもよいのか。 

法人住民税の創設の経緯やその性格に照らせば、さらには、地方分権の一層の

推進のための自主自立的な財源確保を図るためには、絶対にすべきではないと考

えるが、いかがであろうか。 

しかし、他方では、地方公共団体間の税源偏在を是正する必要があるという立

場からは、法人住民税法人税割を縮減し、その一部を国税である消費税と税目交

換をすることは選択肢の一つに入るであろう。 

いずれにしても、これは大きな選択の問題であろう。 

ちなみに、地方財政審議会の地方法人課税の在り方等に関する検討会報告書に

おいては、関係者の理解が得られる範囲で、地方消費税の税率引上げに併せて、

都道府県及び市町村の法人住民税法人税割の一部について交付税原資化を図るこ

とを検討すべきであるとしている。 

 

４ 税源偏在、財政力格差とは何か 
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地方公共団体の財政力を測るべきある種の指標として、財源超過額とか、財政

力格差という用語を用いて論ぜられることがある。 

民間税調では、財源超過額や財政力格差の存在を指摘する側と、それに反論す

る側が存在する場合には、双方の主張に耳を傾けながら、公平な尺度ないしは物

差しによって、その是非を判断するというスタンスであると考える。そこで、あ

らためて、税源偏在及び財政力格差とは何かについて、考えてみることとしたい。 

 

（１）財源超過額とは何か、財政力格差とは何か 

ア 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を是正するため、財源保障機

能と財政調整機能を果たすことがその存立目的であるとされている。 

この地方交付税の額は、次のように算定する。 

・ 普通交付税額 ＝ 基準財政収入額 － 基準財政需要額 ＝ 財源不足額 

・ 基準財政収入額 ＝ 標準的税収見込額 × ７５％（２５％は自主財源） 

・ 基準財政需要額 ＝ 単位費用 × 測定単位 × 補正係数 

上記計算式で、財源不足額ではなく、財源が余剰である場合には、これを財

源超過額と呼称している。 

地方交付税の財源は、所得税・法人税の３３．１％相当額、酒税の５０％相

当額、消費税の２２．３％相当額、地方法人税の全額である。 

地方交付税は、普通交付税（９４％）と特別交付税（６％）とからなってお

り、普通交付税の総額は、総務省資料（平成２７年７月）によれば、約１５兆

７５００億円である（平成２７年度分）。 

（注）東京都の財源超過額は、道府県分だけで２１００億円（同）である。 

イ 東京都には、現在、地方交付税算定上の財源超過額が極めて多額にのぼって

おり、地方消費税の税率引上げにより、これがさらに膨らむと指摘されている。 

この地方交付税の算定結果を前提にすれば、上記指摘はそのとおりであろ

う。 

しかし、地方交付税算定上の前記アの財源不足額又は財源超過額は、基準財

政需要額の多寡によって左右されることは、計算式上明らかである。 

今般の地方法人課税を巡る動向に対する東京都の反論書（平成２６年９月公

表）によれば、東京都の平成２６年度の一般会計の額は、平成元年度のそれを

下回っている。それだけ財政需要額を抑制しているということである。 

他方、地方財政計画上の平成２６年度の一般会計の額は、平成元年度の１．

３倍程度になっている（資料２参照）。国の一般会計は１．６倍を超える大き

な伸びとなっている。財政需要額が膨らめば、それだけ財源不足額が生じるの

は、理の当然である。 

こうした国や地方の一般会計の伸びは、国・地方ともに膨大な額にのぼる国

債・地方債を抱えているのであるから、まず、財政規律の在り方が問われるべ

きであろう。また、財政規律の問題を措くとしても、財政需要額が膨らむ原因
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の検証なくして財源不足額を論じても、また、反対に、財源超過額の存在を論

じても、意味はないのではないか。 

さらには、東京都の反論によれば、基準財政需要額の算定上、東京都の昼間

流入人口３１７万人を計算上７２万人に割り落とす措置が講じられているな

ど、東京都に不利益となるような取扱いがなされているようである。そうとす

れば、財源超過額の存在は、極めて割り引いて考えるべきではないか。 

いずれにしても、公平な尺度ないしは物差しを用意した上で、これらを測定

し、論じなければならない。 

 

（２）税源偏在とは何か 

税源偏在が論ぜられる場合には、人口一人当たりの税収額の指数で比較される

例が多い。政府税制調査会も、この人口一人当たりの税収額の指数を用いて、地

方税の税目間の偏在度ないしは税収格差をみているようである（資料３参照）。 

しかし、人口一人当たりの税収比較は、一体何の意味があるのか、極めて不可

解である。人口一人当たりの税収比較があてはまるとすれば、個人住民税だけで

あろう。 

個人住民税は、所得を稼得する個人が納税するものであるから、これを用いて

税収格差を論じることは妥当である。 

しかし、法人二税、地方消費税、固定資産税については、これらの税収の中に

は、法人のみが負担している税や法人が多く負担しているものが含まれているの

であるから、「人口一人当たり」の意味はあるのか、問題であろう。 

例えば、従業者数１００人が働くオフィス・ビルの固定資産税の総額を「人口

一人当たり」という個人の総数で除したもので示したとても、どのような意味が

あるのか、である。大都市ほど、法人の固定資産税負担の割合が高くなるのは、

自明であろう。全く意味はないというべきであろう。 

もっと問題なのは、法人二税である。法人二税は、法人が事業活動の成果であ

る法人所得に結果的に課している法人住民税と、本来的には法人の事業規模ない

し活動量に課すべき法人事業税であるから、全国規模で比較するのであれば、「人

口一人当たり」ではなく、より適切な指標で比較すべきである。 

具体的にいえば、複数の道府県に跨がって事業を展開している法人が納税する

法人二税は、その税収を各道府県に帰属させるため、「分割基準」という指標を

用いて、これらの税収を事実上配分している。この分割基準は、できるだけ簡便

な指標によることが望ましいと考えられるため、基本的には、従業者数が用いら

れている。 

法人二税の税収を「一人当たり」で比較するとすれば、それは、人口ではなく、

「従業者一人当たり」であろう。 

「人口一人当たり」で法人二税の税収（平成２４年度決算額）を比較すれば、

全国平均１００の指数に対し、東京都は２４７．２となるが、「従業者一人当た

り」で比較するとすれば、もっと違った結果（この指数の３分の２以下）になる
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であろう。 

なお、こうした人口一人当たりの税収比較を、地方交付税の交付後でみれば、

東京都の人口一人当たりの一般財源は、全国平均以下となる。地方交付税による

財政調整の結果であると思われる（資料４参照）。 

また、念のためいえば、財政需要をもたらしているのは、個人だけではなく、

こうした法人企業が集積することによってもたらされる財政需要が多いことにも

目を向けなければならない。しかし、このような税収比較のみによっては、何ら

考慮されないことは明らかであろう。 

 

（３）地方交付税制度の機能とそれを逸脱した運用 

ここで、あらためて地方交付税制度の機能についてみると、その本来的機能（な

いし本来的性格）とは、財源保障機能と財源調整機能とである。 

地方交付税は、かつてバブル期とその後において莫大な額の公共事業費が費や

された際に、国庫補助金と結びき、地方が行う事業費の一部を国庫補助金で国が

負担し、残りの事業費を地方交付税で面倒を見るという、国の政策誘導の道具と

して用いられた経緯がある。また、地方単独事業であっても、地方債の発行と元

利償還金の基準財政需要額への算入という地方交付税の手当が行われることによ

り、地方債の膨張を来たし、さらには、こうした地方交付税の本来の機能とはい

えない側面に依存した地方財政運営が行われたという事実がある。 

（注）地方交付税の基準財政需要額に、事業費の全額を地方債によって賄う投

資的経費１千億円を計上することが認められれば、事業費総額は、利払い

を考慮しない単純計算では、２０年償還の場合は２兆円、３０年償還の場

合は３兆円もの規模となる。 

こうした地方交付税本来の機能を逸脱した態様によって地方交付税が国の政策

誘導等に用いられたということは、見方を変えてみれば、全国の納税者が納付し

た国税を、国の政策誘導によるものであるとはいえ、一部の地方公共団体の事業

費に充てられているということであり、全国の納税者の視点からは、到底納得の

いかない側面があることは、否定できない事実であろう。 

近年、臨時財政対策債の累積残高が増加しており、平成２７年度末で５０兆円

を超えることが見込まれる（資料５参照）。平成２０年度の法人事業税の暫定措

置の導入時には、地方再生対策費が創設されている。 

地方交付税制度については、全国の納税者や地方交付税の不交付団体にとって

も、理解を得やすい制度の運用に努めていくべきであろう。 

ちなみに、九都県市首脳会議における地方分権改革の実現に向けた要求（平成

２７年５月）においては、「地方交付税制度の改革」として、地方交付税の総額

確保等と適切な運用を提言していることと併せて、地方が国に代わって借り入れ

る臨時財政対策債の廃止を提言している。 

 

（４）法人事業税及び法人住民税を含めた小括 
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税源偏在の問題が論ぜられるとき、税源偏在の是正自体が目的化しているよう

に感じるのは、筆者だけであろうか。 

論じるべきは、地方法人課税の在り方であるはずである。税源偏在が存在する

から地方法人課税を見直すべきであるとの結論に直ちに結びつくことにはならな

いのではないか。 

他方、地方税源が充実されることにより、地方交付税の不交付団体が増えてい

くことは、これを税源偏在が生じていると捉えるのではなく、望ましいと捉える

ことはできないか。地方創生をいうのであれば、財源の手当は必須であり、それ

も自主的な財政運営ができる地方税で充実させることが不可欠ではないか。 

地方交付税の不交付団体、すなわち、地方交付税に依存することなく自前の財

源で財政運営を行っている地方公共団体の数は、全国の団体数（１，８００弱）

のうちわずか６０団体でしかない（平成２７年度）。異常に低い割合というほか

ない。 

翻って、例えば、東京都では、一般会計の規模がやや縮小しているが（前記（１）

参照）、これは、地方交付税に依存することができないため、自前の税源で運営

せざるを得ないことによる帰結であると考えることはできないか。そうであれば、

地方創生のため、東京都に税源をもっと渡して、少子化対策や働く女性のため、

保育所の待機児童を解消するような都民にとって有益な事業を積極的にやらせる

ことも、その選択肢の一つになると思うが、どうであろうか。 

 

５ 地方消費税 

 

（１）地方消費税の譲渡割の賦課徴収及び申告制度の見直し 

地方消費税の譲渡割の賦課徴収については、現在、国が、消費税の賦課徴収の

例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとされている。また、その申告に

ついては、現在、国の税務署長に対し、消費税の申告の例により、消費税の申告

と併せて、税務署長にしなければならないとされている。 

この地方消費税の譲渡割の賦課徴収及び申告については、地方税法の本則規定

のとおり、道府県が賦課徴収し、道府県知事に対し申告するよう、申告納税方式

を見直すべきである。そうすることによって、地方消費税も、地方分権に相応し

い、かつ、基幹税と呼ぶに相応しい地方税となることができるであろう。 

 

（２）地方消費税の申告の見直しにあわせた法人市町村民税の申告の見直し 

法人住民税である法人道府県民税と法人市町村民税の申告納付手続について

は、現在、法人道府県民税は道府県に対し、法人市町村民税は市町村に対し、そ

れぞれ申告納付することになっている。 

しかし、法人市町村民税の申告納付手続の実態等に鑑みれば、法人市町村民税

の申告納付は、法人道府県民税の申告納付とあわせて、道府県に対しすることを

検討すべきではないか。 
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この方式によるとすれば、市町村の法人市町村民税の申告納付手続が簡素合理

化することができるばかりではなく、納税者の申告納付の手間も省けるものと考

えられる。この場合には、道府県から市町村に対し、法人市町村民税の納付額相

当額を払い込むことになるが、個人住民税の場合とは反対に、徴収事務取扱費を

市町村から道府県に支払うことになる。 

このように法人市町村民税の申告納付手続を改めることによって、個人住民税

の賦課徴収は市町村が担い、法人住民税の賦課徴収は道府県が担うこととなり、

住民税全体の賦課徴収手続が整理合理化されるものと考えられる。 

 

（３）地方消費税の清算基準 

地方消費税収を各道府県に配分する清算基準については、主として、個人の消

費に関する指標が用いられている。しかし、このことは、法人は生産活動の主体

であるのみならず、消費の主体ともなることを置き去りにした仕組みであるとい

わざるを得ない。 

念のためいえば、この清算基準をさらに見直すべきであるとするような意見が

一部見受けられるが、財源調整の手段とすべきではない。地方消費税が税源偏在

の少ない地方税であるとするその主な根拠は、このような個人の消費に関する指

標が用いられて地方消費税収が配分されているからにほかならない。 

 

６ 個人住民税 

 

（１）個人住民税の性格等 

個人住民税は、地方税の重要な基幹税である。かつてのいわゆる三位一体の改

革の中で所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲が行われたことから、

平成１８年度の地方税制改正において、それまでの超過累進税率構造（応能税的

性格）から、道府県民税４％、市町村民税６％の比例税率化（フラット化。道府

県民税の税率と市町村民税の税率とを合わせると、一律１０％）とされた。 

個人住民税は、地方公共団体が提供する行政サービスに要する経費を地域の住

民が広く負担し合うという、負担分任の考え方に基づく租税であり、いわば地域

の会費的性格を有する租税であるが、この改正により、応益的性格をも有する租

税とされたといえよう。 

 

（２）個人住民税のあらまし 

個人住民税の納税義務者は、次のとおりである。 

① 市町村（道府県）内に住所を有する個人 

② 市町村（道府県）内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その市町村

内に住所を有しない者 

①の市町村（道府県）内に住所を有する個人は、均等割額及び所得割額の合算

額によって、個人住民税が課される。 
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②の者に対しては、均等割額のみが課される。 

均等割の標準税率は、市町村民税３，０００円、道府県民税１，０００円の定

額である。ただし、復興税制として、平成２６年度から平成３５年度までの各年

度分の個人住民税に限り、それぞれ５００円加算し、市町村民税３，５００円、

道府県民税１，５００円とされている。 

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額である。前年課税である。所得税法の所得計算規定は、一部の例

外を除き、包括的に適用される。 

所得控除は、地方税法上、①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④

小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦障害者控除、

⑧寡婦（寡夫）控除、⑨勤労学生控除、⑩配偶者控除、⑪配偶者特別控除、⑫扶養

控除及び⑬基礎控除の１３種類があり、所得税法上の寄附金控除を除き、同様の種

類である。地方税法では、所得税法上の寄附金控除は、寄附金税額控除として措置

されている（ふるさと納税）。 

所得控除の額は、前掲①から④までは所得税と同様であるが、⑤から⑬までは、

負担分任の考え方等により、所得税の控除額と比べ、低いものとなっている。 

［例］ 基礎控除額は、所得税３８万円に対し、個人住民税３３万円である。 

所得割の標準税率は、道府県民税４％、市町村民税６％である。 

 

（３）給付付き税額控除の導入 

ア 給付付き税額控除の導入の課題 

給付付き税額控除を検討するに当たって、税の執行面でまず検討すべきは、

税額控除限度額をどのように把握するかであろう。 

いわゆる低所得者の消費に伴う消費税負担の実態把握は、家計で把握するこ

と、すなわち、世帯単位で把握することが適切であろう。 

しかし、所得税及び個人住民税は、個人単位で課税されていることから、こ

の世帯単位と個人単位との相違が問題なることが想定される。 

他方、源泉所得税では、税務署は原則として給与支払者から源泉徴収税額の

納付を受ければ済むのであるから、給与所得者の扶養控除の数や働く配偶者に

どの程度の所得があるかどうかについては、把握する必要がない。把握できな

いともいうべきであろう。また、所得税の課税 低限以下の者の世帯の状況は、

もとより把握できないであろう。 

そうすると、個人住民税の課税団体である市町村が、給付付き税額控除の控

除限度額を把握する必要があると思われる。問題は、小規模な町村でも、その

事務負担に耐えられるかどうかである。さらには、仮に市町村で所得税の税額

まで控除するとなると、その財政負担をどのように塡補すべきかという問題も

あると思われる。 

イ 個人住民税における税額控除制度の導入 

個人住民税の税率は一律の比例税率であることから、所得控除によっても、
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税額控除によっても、税負担額の軽減効果に相違はない。したがって、給付付

き税額控除を導入することを検討する場合には、個人住民税の所得控除を廃

し、税額控除方式に改めるべきことを検討すべきではないか。そうすることに

よって、給付付き税額控除の導入がよりやりやすくなると考えられるのではな

いか。 

仮に何らかの措置を講じた上で、所得税においてまず税額控除をするとして

も、所得税の課税 低限以下で個人住民税の非課税限度額を上回る所得水準の

場合には、個人住民税のみが課されるのであるから、この場合には、個人住民

税から税額控除をするほかない。 

給付付き税額控除の導入を検討する場合には、個人住民税から税額控除をす

ることは不可避であり、それに対応できる措置を考慮すべきであろう。 

ウ 納税者番号制度の市町村での円滑な運営が不可欠 

給付付き税額控除の導入を、所得税又は個人住民税のいずれにおいて実施す

るとしたとしても、納税者番号制度の円滑な運営により、世帯での所得の有無

の把握等が不可欠となる。 

また、給付付き税額控除を個人住民税で導入する場合には、この世帯単位で

の所得等の把握を一定程度時間をかけて準備しておくべきであろう。 

さらには、過大な税額が還付されないよう、また、過大な給付がなされない

よう、世帯の構成等の状況把握が必要であり、加えて、これら過大な税額の還

付又は過大な給付がなされた場合の是正措置についても、検討しておかなけれ

ばならないであろう。 

 

（４）所得控除の種類の見直し等 

現行の所得控除の種類については、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金

税額控除の相違を除けば、１３種類で同じである。 

この所得控除の中には、生命保険料控除や地震保険料控除のように、所得控除

としてあれば望ましい程度のものがあり、負担分任の考え方に照らし、なくても

よいものと考えられるものがある。 

すなわち、政策的見地から導入されていると考えられるものについては、極力

整理すべきである。 

そうすることによって、給付付き税額控除が導入される場合には、税額控除の

種類も、整理されることになる。また、負担分任の考え方により即した地方税と

なることを、さらに期待することができると考えられる。 

 

（５）個人住民税の現年課税化は極めて困難 

個人住民税の現年課税化については、結論的にいえば、所得税が賦課税化され

る場合は別として、申告納税制度を前提とする限り、それは極めて困難であろう。 

仮に、所得税の申告納税方式を前提に、個人住民税も同様の申告納税方式とし

た場合において、所得税において税務署長の調査によって増額更正されたときは、
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税務署からの税務協力がない限り、市町村長が自ら増額更正することができると

は、到底思えない。そうとすれば、納税者が所得税と個人住民税の申告納付をし

た後に、所得税で増額更正されても、個人住民税は申告どおりということになる

であろう。このような事例が度重なれば、個人住民税の申告納税に信頼が失われ

てしまわないか懸念される。 

これは、個人住民税の担当者の能力の問題ではなく、極めて限られた人員しか

投入できない人的資源の問題があることや、税務の専門家だけで成り立つ税務署

とそうでない市町村の組織の実情による、やむを得ないものであると考える。 

翻って、税務調査についてみれば、国税通則法に規定する調査の事前通知につ

いては、国税の各税目別に規定されているが、地方税の税務職員による調査につ

いては、そのような規定はない。あるのは、総務省職員による分割基準等のごく

限られた税目の調査でしかない。 

こうした国税通則法及び地方税法の調査に関する立法趣旨等を考えれば、法制

面からも、自ずと結論は出てくるであろう。 

 

（６）個人住民税の個別課題 

① いわゆる出国税と個人住民税 

いわゆる出国税における譲渡所得の金額の計算については、個人住民税は適

用除外とされている。これは、現行制度上、個人住民税が賦課期日における前

年課税方式を採用していることに伴う、やむを得ない措置であると考えられ

る。 

※ 平成２７年９月１３日に出国した場合には、前年課税の個人住民税の賦

課期日は平成２８年１月１日であるから、平成２７年分の所得には、個人

住民税を課すことができない。 

しかし、出国者も住民であったという事実に照らせば、個人住民税を何ら負

担しないということは、理解できにくい。 

地方税における賦課期日とは、課税客体が膨大な数にのぼることから、納税

義務者をはじめとする課税要件を早期に確定させ、賦課徴収の確保に資そうと

するものである。 

この賦課期日の考え方は、固定資産税における土地や家屋など、課税客体が

固定されて移動することが想定されないものについては、今日でも妥当するで

あろう。しかし、キャッシュのような移動性の高いものについて、かつての賦

課期日制を堅持することは、実情にそぐわないというべきであろう。 

そこで、一つの考え方として、退職所得の分離課税が現年課税とされている

ように、いわゆる出国税については、所得税と同様、現年課税とすることが適

当であろう。所得税負担と個人住民税負担の均衡等を考慮するとすれば、こう

した見直しを行うことは、検討されるべきである。 

② ふるさと納税の見直し 

ふるさと納税とは、個人住民税における寄附金税額控除の特例のことをい
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う。 

この特例においては、国や地方公共団体に対して支出する寄附金について、

所得税において２千円を超える部分の金額について所得控除するほか、残る２

千円を超える寄附金相当額については、一定限度額（平成２７年度から所得割

額の２０％）以内であれば、全額を個人住民税所得割額から税額控除すること

を認める制度である。 

この寄附金の実態をみると、寄附金を支出することによって寄附先の地方公

共団体から特産品等の返礼品の交付を受けているのが通例であり、例えば、５

千円以上の寄附金に対して２千円相当の返礼品の交付を受けるとすれば、それ

が重なれば、相当額の対価を得ているということになる。 

総務省は、この対価が経済的利益に当たることを認めつつ、その所得の種類

は一時所得であると考えており、この一時所得に当たれば、特別控除額（限度

額５０万円）の範囲内で課税関係は生じないと考えているようである。 

しかし、この寄附の対価が一時所得に当たることは、極めて疑わしいという

べきである。 

一時所得とは、①営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の

所得であること及び②労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質

を有しないものであることの各要件を満たさなければならないところ、寄附

は、譲渡所得における「譲渡」に当たるため、②の要件を満たしていないとい

うべきである。ちなみに、重要文化財を国又は地方公共団体に寄附をした場合

には、寄附は譲渡に当たるため、租税特別措置法において、譲渡所得の非課税

措置が講じられている。 

また、納税者が繰り返し寄附金を支出して、繰り返し返戻品等の対価を受け

ているとすれば、それは、①の要件を満たさず、雑所得に当たるというべきで

ある。 

この経済的利益としての対価が一時所得ではなく、雑所得であるとすれば、

所得税では、確定申告不要制度の適用を受けることができるとしても、個人住

民税では申告義務が課されており、個人住民税が課されることになる。 

また、別の視点から検討すると、地方公共団体は、法人税法上の法人（別表

１の公共法人）の一つであり、いわゆる大法人の範疇に入る。いわゆる大法人

の交際費については、飲食費を除く交際費は損金算入が認められず、全額益金

に算入しなければならない。要するに、課税対象とされるということである。 

返礼品の贈与は、交際費に当たるための３要件、すなわち、①支出の相手方

が事業関係者等であること、②支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を

密にして取引関係の円滑な進行を図ること、③行為の形態が接待、贈答その他

これらに類する行為であることを満たし、交際費に当たる可能性が高いと考え

る。そうとすれば、返礼品の範囲は、租税特別措置法施行令に規定する損金算

入が認められるカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いの類いに止めておく

べきであろう。地方公共団体といえども、法人税法の中の一法人である以上、
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法人税法及び租税特別措置法の規定の趣旨を踏まえた対応をすべきであろう。 

さらには、租税の本質論からいえば、いわゆるサラリーマン税金訴訟の 高

裁昭和６０年３月２７日大法廷判決の判示に照らせば、租税は、特別の給付に

対する反対給付としてでなく、資金調達目的で強制的に課す金銭であることか

ら、無償性が大原則であり、対価性はあってはならないというべきである。 

ふるさと納税制度は、運用面のみならず、所得税及び法人税の関係規定に照

らした税制面からみても、問題を多く含んだ地方税制であるというべきであ

り、廃止することを検討すべきであろう。そうでなければ、即刻改めるべきで

あろう。改めるのであれば、雑損控除や資産損失の必要経費算入では、保険金

等で補填された額は控除することとされていることと同様、寄附者が受ける対

価の額は、寄附金の範囲（額）から控除すべきである。 

そうすることによって、寄附は人の善意に根ざすものであるとの寄附金税額

控除の本来の姿に立ち返ることができるのではないか。 

 

７ 固定資産税 

 

（１）固定資産税の沿革及び性格等 

現行の固定資産税は、昭和２４年のシャウプ勧告に基づき、昭和２５年の地方

税法の制定により創設された市町村の法定普通税である。 

固定資産税は、その性格としては、「資産価値に着目して課せられる物税」で

あり（ 高裁昭和４７年１月２５日判決）、「資産価値に着目し、その所有とい

う事実に担税力を認めて課する一種の財産税である」（ 高裁昭和５９年１２月

７日判決）。また、固定資産の保有と市町村の提供する行政サービスとの受益関

係に着目して課される「応益税」としての性格を有している。 

 

（２）固定資産税のあらまし 

固定資産税の課税客体は、固定資産である。固定資産とは、土地、家屋及び償

却資産の総称である。固定資産税は、この固定資産に対し、固定資産所在の市町

村において課される。 

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者である（所有者課税

の原則）。ただし、質権又は１００年以上の存続期間のある地上権を設定してい

る土地については、その質権者又は地上権者である。 

所有者とは、その年度の初日の属する年の１月１日（賦課期日という。）現在

において、固定資産課税台帳に登録された者である（台帳課税主義という。）。 

固定資産税の課税標準は、賦課期日における固定資産の価格として固定資産課

税台帳に登録された金額である。価格とは、「適正な時価」をいい、この適正な時

価とは、正常な条件の下に成立する取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいう

（ 高裁平成１５年６月２６日判決）。 

固定資産のうち土地及び家屋については、租税収入及び税負担の安定、課税事務
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の簡素合理化を図るため、原則として３年ごとにその評価を行い、価格を決定する

こととされている。この評価を行う年を基準年度（直近では平成２７年度）という。 

固定資産の中には、政策的見地から固定資産の価格に一定率を乗じて得た額を

その課税標準とすることによって、固定資産税負担の軽減を図るものがある。 

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に

供する家屋（居住部分が４分の１以上のもの）の敷地の用に供されている土地を

いうが、この住宅用地については、住宅１戸につき面積２００平方メートルまで

の小規模住宅用地の課税標準は、価格の６分の１とし、それを超える部分は、課

税標準を価格の３分の１とする課税標準の特例措置が講じられている。 

また、住宅用地を含む土地については、次の（３）に示すように、負担調整措

置が講じられている。 

固定資産税の標準税率は、１．４％である。制限税率の定めはない。固定資産

税の税率は、土地、家屋又は償却資産を通じて、同一の税率である。 

 

（３）土地の評価及び負担調整措置 

現行の土地の評価制度、すなわち、いわゆる７割評価（地価公示価格の７割）

については、平成元年の政府税制調査会の「土地税制の在り方についての基本答

申」及び土地基本法の制定等を背景として、また、公的土地の評価の均衡化・適

正化を推進する一環として、導入された。 

このいわゆる７割評価の導入に伴い、固定資産税評価額の急激な上昇（２３区

で４．６倍程度）が税負担の急増をもたらさないよう、小規模住宅用地に係る固定

資産税の課税標準の特例措置をそれまでの４分の１から６分の１に拡大するなど、

税負担の軽減に繋がる措置が講じられるとともに、負担調整措置による税負担増の

緩和措置が引き続き講じられた。 

商業地等については、この課税標準の特例措置がないことから、地価の下落が著

しかった平成９年度から、負担水準（固定資産税評価額に対する課税標準額の割

合をいう。）の上限を８０％とし、また、平成１４年度には、７０％に引き下げ

ることとされた。さらに、平成１６年度には、租税負担水準の高い商業地等につ

いては、市町村の判断で条例により、固定資産税額を、負担水準６０％から７０％

までの間で減額することができる、いわゆる条例減額制度が導入された。 

 

（４）商業地等の負担調整措置等は早急に改めるべきであること。 

平成２７年度の土地に係る固定資産税制の改正においては、住宅用地について

は、負担水準１００％で課税すること、すなわち、特例額（小規模住宅用地では

評価額の６分の１）によって課税することとされ、現行制度を前提とする限り、

税負担の均衡化・公平化に向けた改正が図られた（資料６参照）。 

しかし、商業地等については、依然として、負担水準６０％から７０％までの

間のものについては、税負担の据置措置が講じられている。この負担調整措置と

の関連がある条例減額制度も、従前のまま存置されている。 
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しかし、極めて問題であるのは、負担調整措置のうち、負担水準２０％を下回

るものを２０％に引き上げる措置が存置されていることである。 

負担水準２０％の商業地等と負担水準７０％のそれとの税負担を比較すると、

３．５倍もの格差がある。住宅用地に至っては、負担水準２０％と負担水準１０

０％との税負担を比較すると、５倍もの格差となる。 

現行制度は、同じ評価額の土地であるとしても、税負担にこれほどの格差が生

じても、これを容認しているようにみえる。これは、不公平税制が内在化されて

いる、ないしは不公平税制そのものではないか。 

そうであるとすれば、これらは、税制の抜本改革において（平成３０年度の地

方税制改正を待つことなく）、見直すべきではないか。 

 

（５）地価に連動した土地の課税標準の在り方及び中長期的な固定資産税負担の在り方

についての検討 

土地の固定資産税評価額については、地価公示価格のおおむね７割を目途に評

価することとされているため、地価の変動は、固定資産税評価額ひいては固定資

産税負担に直結することになる。 

このような税負担の算定の仕組みが妥当であるかどうかは、議論のあるところ

であろうが、ここではこれを措き、現行制度を前提とした場合の地価の推移が、

中長期的にみて、実際の固定資産税負担にどのような影響を及ぼすのか、検討し

てみたい。 

近年の大都市圏を除く各地方の地価公示価格の推移をみると、あくまで全地点

数の平均値であるが、平成２７年の東北地方の住宅地が横ばいとなったものを除

き、全ての地方圏において、住宅地、商業地ともに、下落が続いている。 

また、仄聞するところによれば、地方の町村はもとより、市でも、高齢化や人

口減少により、空き家や空地が目立っているとのことである。 

今後、さらに少子化・高齢化が進み、人口減少が進めば、地価は下落を続け、

市町村の基幹税である固定資産税収は、次第に先細りとなることは明らかであろ

う。固定資産税の評価額が下がれば、負担水準が上昇し、商業地等で７０％を超

えれば７０％に引き下げられ、住宅用地で１００％を超えれば１００％に引き下

げられ、結果的に固定資産税負担が引き下げられることになる。 

このような事態を想定すれば、現行の商業地等の負担水準の上限７０％、小規

模住宅用地の特例額が評価額の６分の１であることについては、かつてのように、

商業地等は評価額課税、小規模住宅用地の特例額は４分の１とすること、ないし

はそれらに徐々に近づけていくことを検討しなければならない。ただし、この場

合であっても、もともと地価水準の高い大都市で、このような地価下落の懸念が

少ない地域にあっては、大幅な税負担増とならないよう、何らかの調整措置を講

じることが必要であろう。 

（注）平成２７年度の商業地等の負担水準７０％と小規模住宅用地の特例額と

の課税標準額の比率は、４２：１０ 
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昭和４９年度の商業地等の評価額と小規模住宅用地の特例額との課税

標準額の比率は、４対１ 

このような中長期的な固定資産税負担の在り方を視野に入れて現行制度を考え

るとすれば、商業地等の負担水準については、早急に上限７０％で統一すべきで

ある。 

 

まとめ 

 

（１）税源偏在の是正は、ある程度は必要であると考えられる。しかし、税源偏在

が存在するという事実そのものについては、人口一人当たりの税収規模とい

う、不明確ともいうべき指標を用いてするのではなく、その検証ないし裏付け

を、合理的で客観的な指標を用いてすべきである。そのためには、一例として、

地方交付税の基準財政需要額の算定の仕方とそれによって積み上がった財政

需要額が、地方債を起こすことによって支払われる元本の償還や利払いがこれ

を膨らませてはいないかという、具体的な検証が必要である。 

 

（２）地方公共団体の財源及び財政運営は、基本的には、地方税によって賄われる

べきである。それでも財政力が十分でない地方公共団体では、地方交付税によ

って賄われることになる。しかし、地方交付税は、あくまで地方税を「補完」

するものであって、決して地方税財源の主役ではない。地方交付税は、基本的

には、財源保障機能と財政調整機能とを果たすものに止めておくべきである。

地方交付税を国の政策誘導に用いる場面があるとすれば、それは慎重であるべ

きである。 

 

（３）地方法人特別税は、法人事業税収の一部を国税化し、それを人口及び従業者

数で按分した税額を全国の都道府県に配分するものである。 

この地方法人特別税の性格は、その課税標準を法人事業税額としている以

上、法人事業税の性格と同様である。そうとすれば、法人事業税の立法趣旨及

び実定法の規定から明らかなように、法人事業税の性格は応益税であるから、

地方法人特別税の性格も応益税である。 

地方法人特別税は、このような法人事業税の性格を無視ないし看過した税制

であるというほかなく、速やかに撤廃すべきである。 

 

（４）既にみたように、税源偏在の是正によって生じた地方税源の一部を地方交付

税の原資にするという見解がある。 

しかし、地方交付税は、地方の固有財源であることから、国の責務として確

保すべきものであって、たとえ一部であったとしても、地方税を国税化するこ

とによって確保すべきものではない。税源偏在の是正に名を借りた地方税の国

税化は、厳に慎むべきである。 
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また、地方税の一部を国税化して地方交付税化するということは、地方税を

削って地方交付税に付け替えるということに等しいというべきである。地方交

付税の総額が変わらないとすれば、それは、国が国税により措置すべき地方交

付税の実質的減額（国税負担の軽減）であるといえ、これは、地方の固有財源

を実質的に削減するという極めて不合理な措置であるというべきである。 

 

（５）税源の偏在性を何らかの措置を講じることにより解消するとすれば、将来的

には、地方税の一部を共同税化することも検討すべきであろう。 

この地方税の共同税化を検討するに当たっては、法人住民税又は法人事業税

を共同税化するのではなく、地方消費税の清算基準は、前述のように、法人が

消費主体であることを置き去りにしたものであること等の問題のある、ないし

は不正確なものであると考えられるため、地方消費税を共同税化することを第

一に検討すべきであろう。 

 

（６）地方税制のあるべき姿については、地方消費税率の引上げとそれに伴う法人

住民税又は法人事業税の税源偏在の是正をもって事足りるというわけでは決

してなく、道府県税及び市町村税の基幹税全体を俯瞰して、よくよく検討され

るべきである。 

税制の抜本改革においては、地方消費税率の引上げに伴う低所得者層に対す

る配慮措置（個人住民税における給付付き税額控除制度）のみならず、土地に

係る固定資産税制の在り方、その他税目別個別課題にも検討が及ぶべきであ

る。 

 

 

 

 

［参考資料１］ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた

めの消費税法の一部を改正する等の法律 －抜粋 

 

［参考資料２］ 租税体系（総務省資料） 

 

［参考資料３］ 国税・地方税の税収内訳（平成２６年度予算・地方財政計画額）

（総務省資料） 
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参考資料 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の 

一部を改正する等の法律（平成二十四年八月二十二日法律第六十八号） －抜粋 

 

 

（趣旨） 

第一条 この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する

重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつ

つ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保

及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うた

め、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関

連する諸施策に関する措置について定めるものとする。 

 

第二条・第三条 略 

 

第四条～第六条 削除 

 

（税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置） 

第七条 第二条及び第三条の規定により講じられる措置のほか、政府は、所得税法等の一部を改正する法律（平

成二十一年法律第十三号）附則第百四条第一項及び第三項に基づく平成二十四年二月十七日に閣議において決

定された社会保障・税一体改革大綱に記載された消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と

地方を通じた税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策について、次に定める基本的方向性によりそれら

の具体化に向けてそれぞれ検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。 

一 消費課税については、消費税率（地方消費税率を含む。以下この号において同じ。）の引上げを踏まえて、

次に定めるとおり検討すること。 

イ 低所得者に配慮する観点から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成二十四年法律第   号。第六号において「番号法」という。）による行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する制度（次号ニ（３）及び第六号において「番号制度」という。）

の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せ

て、総合合算制度（医療、介護、保育等に関する自己負担の合計額に一定の上限を設ける仕組みその他こ

れに準ずるものをいう。）、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他

これに準ずるものをいう。）等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応

の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する。 

ロ 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の

事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する。 

ハ 第二条の規定の施行からイ及びロの検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨

時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財

源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施する。 

ニ～チ 略 

リ 消費税及び地方消費税の賦課徴収に関する地方公共団体の役割を拡大するため、当面、現行の制度の下

でも可能な納税に関する相談を伴う収受等の取組を進めた上で、地方公共団体における体制の整備状況等

を見極めつつ、消費税を含む税制の抜本的な改革を行う時期を目途に、消費税及び地方消費税の申告を地

方公共団体に対して行うことを可能とする制度の導入等について、実務上の問題点を十分に整理して、検

討する。 

ヌ～ヨ 略 

二  個人所得課税については、次に定めるとおり検討すること。 
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イ 金融所得課税については、平成二十六年一月から所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税（ニに

おいて「個人住民税」という。）をあわせて百分の二十の税率が適用されることを踏まえ、その前提の下、

平成二十四年度中に公社債等に対する課税方式の変更及び損益通算の範囲の拡大を検討する。 

ロ 給与所得控除については、給与所得者の必要経費に比して過大となっていないかどうか等の観点から、

実態を踏まえつつ、今後、その在り方について検討する。 

ハ 年金課税の在り方については、年金の給付水準や負担の在り方など今後の年金制度改革の方向性も踏ま

えつつ、見直しを行う。 

ニ 個人住民税については、地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという個人住

民税の基本的性格（（２）において「地域社会の会費的性格」という。）を踏まえ、次に定める基本的方

向性により検討する。 

（１）税率構造については、応益性の明確化、税源の偏在性の縮小及び税収の安定性の向上の観点から、平

成十九年度に所得割の税率を比例税率（一の率によって定められる税率をいう。以下（１）において同

じ。）とした経緯を踏まえ、比例税率を維持することを基本とする。 

（２）諸控除の見直しについては、地域社会の会費的性格をより明確化する観点から、個人住民税における

所得控除の種類及び金額が所得税における所得控除の種類及び金額の範囲内であること並びに個人住

民税における政策的な税額控除が所得税と比較して極めて限定的であることを踏まえるとともに、所得

税における諸控除の見直し及び低所得者への影響に留意する。 

（３）個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方については、番号制度の導入

の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。 

三 法人課税については、平成二十七年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引

下げの効果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在り方について検討すること。 

四 資産課税については、次に定めるとおり検討すること。 

イ 事業承継税制（租税特別措置法第七十条の七から第七十条の七の四までの規定に基づく相続税及び贈与

税の特例をいう。）について、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成二十年法律第三

十三号）に基づく認定の運用状況等を踏まえ、その活用を促進するための方策や課税の一層の適正化を図

る措置について検討を行い、相続税の課税ベース（課税標準とされるべきものの範囲をいう。附則第二十

一条において同じ。）、税率構造等の見直しの結果に基づき講ぜられる措置の施行に併せて見直しを行う。 

ロ 相続税について、老後における扶養の社会化が高齢者の資産の維持に寄与している面もあることも踏ま

え、課税方式を始めとした様々な角度から引き続きその在り方を検討する。 

五 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。 

イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税

体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直し

を行う。 

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源

の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。 

六 番号制度については、税務における一層の適正かつ円滑な利用を確保する観点から、番号法及び行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成二十四年法律第   号）の公布後、納税者の利便の向上、番号法第二条第五項に規定する個人

番号及び同条第十四項に規定する法人番号の告知、本人確認の実効性の確保並びに調書の拡充による必要な

情報の収集等に関する各種の施策について、納税者及び事業者の事務負担等にも配慮しつつ、引き続き検討

すること。 

七  国際的な取引に関する課税については、国際的な租税回避の防止、投資交流の促進等の観点から必要に応

じて見直すとともに、国際連帯税について国際的な取組の進展状況を踏まえつつ、検討すること。 

八 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、

実施すること。 















2015 年 9 月 13 日 
民間税調第８回シンポジウム 

 

地方税について 
峰崎直樹 

 
 川村先生から出された「基調報告」に対して、若干のコメントを提起したい

と思います。思い込みや、誤解に基ずく間違った指摘があれば、お許しくださ

い。 

  

1,総体的な感想 

 先ず、本当に詳しく良くまとめられていることに敬意を表したいと思います。

小生など、北海道の自治体の労働組合にいながら、天下国家だけに議論を集中

させ過ぎてきたのかな、と反省しているところです。もう遅いのかもしれませ

んね。 
 検討されているのが平成２４年８月に制定された、「税制抜本改革法」で打ち

出されている地方税制の在り方と個別税目について取り上げておられ、それに

市町村の基幹税である固定資産税をつけ加えて検討されています。理にかなっ

た検討だと思います。 
ただ、民間税調と言う立場から、あまり「税制抜本改革法」だけに拘られな

い方が良かったのではないか、と私には思われます。地方税の中でも、環境関

連税制なども含めて、川村先生が考えておられる地方税についての将来ビジョ

ンを前面に打ち出されても良かったのではないか、と思いました。 

 
 《基調報告》を読んだ印象として、東京都の立場がやや色濃く出ているよう

に思われました。地方自治体の抱える問題は、それこそ千差万別で、人口の減

少・若者の流出・地域経済の疲弊・限界集落の激増などといった自治体を取り

巻く環境の悪化の下で地域社会を何とかしなければ、と言う思いを持った人た

ちにどう応えていけるのか、なかなか名案があるわけではありませんが、思い

切ったビジョン求められているのかなと思います。私などは、東京都の千代田・

中央・港３区もしくは２３区は中央政府の直轄区とし、ワシントン DC のよう

にしても良いのではないか、と思ったりしています。もちろん、地域的遍在性

を考慮しているわけです。それだけ、東京の中枢部とそれ以外の自治体の格差



は、恐ろしく隔絶していると見ているからなのです。 

 
 さて、地方税の原則として、次の５点が良くあげられます。 

① 応益原則 ② 安定性原則 ③地域的普遍性原則 ④負担分任原則 
⑤自主性原則  

 今回の問題提起では、①応益原則は当然ですが、③地域的普遍性原則、即ち税

源の偏在性が特に強調されることが多かったように思われます。この点は、も

ちろん重要な点であり、③地域的普遍性原則として取り上げ、その改革に向け

て努力していく必要があることは言うまでもありません。 
 実は、小生は地方自治体の内で、特に都道府県の税制の中で、一番の問題は

法人事業税の不安定性にあるのではないか、と思ってきました。景気の変動や

政策税制の改革で、法人税が大きく上下するため、その影響をモロに被ってし

まいました。自治体の場合、景気政策としての財政や金融政策を展開すること

ができない中で、住民生活に密着した仕事を展開しているだけに、是非とも②

安定性原則も重視していく必要があるように思います。つまり、①応益性の原

則は当然として、②安定性原則と③地域的普遍性原則を両立できるような税制

を作り上げていくべきだと思います。 
 それと同時に、⑤自主性原則も大変重要なポイントなのだと思いますが、な

にせ、地方税の基本のほとんどすべては国会で決まり、地方自治体の課税自主

権は極めて限定的なものでしかない事に日本の地方自治の現実がある、と言っ

ても過言ではありません。その背景には、誤解を恐れず簡略化して言えば、国

の地方財政計画の下で地方交付税制度が基準財政需要額から基準財政収入額を

差し引いて、不足分があれば地方交付税で以て補充していく仕組みになってい

るわけで、多くの自治体は交付税への依存なくして自治体経営を進めることが

出来なくなっているわけです。地方自治体に自分たちの経営努力を強く促すイ

ンセンティブを組み込まない限り、なかなか自治を強くすることが出来なくな

っているのだと思います。地方自治体には課税自主権があるわけですが、今の

日本の自治体には、事実上国の法律で決められた範囲の中で「制限された課税

自主権」にしかなっていないのが実情です。これをどのように実現していける

のか、これらの点の改革は、中長期的なスパンで考えていく必要があるのだと

思いますが、特に地方自治体関係者の皆さん方によく考えて欲しい課題だと思

います。 

 

2,個別の税制の論点について 

(1) 法人事業税及び地方法人特別税 



この点について７ページの「2-(4)税制の抜本改革において検討すべき法

人事業税の課題」には、「いわゆる大法人については、全て外形標準課税

によるべきである」という結論を大胆に打ち出されています。安定性の観

点から見ても、外形標準化はクリアーできています。又、消費税財源との

交換も視野におかれていることに賛成です。ただ、中小法人について、徐々

に外形化を進める以外にないのだと思いますが、この点の改革ができるか

どうか、政治の実行力にかかっているのでしょう。 

 
(2) 法人住民税及び地方法人税 

法人住民税の法人税割と消費税との税目交換については、結果として均

等割りだけになる法人住民税には絶対反対、と厳しく述べておられる。だ

が、しかし、として消費税との税目交換も選択肢の一つとされているわけ

で、安定性を重視するものとして、そこは税目交換に踏み出していくべき

だと考えていいのではないか、と思うところです。 

 
(3) 税源偏在、財政力格差とは何か 

地方交付税の果たしている役割について述べ、東京都の平成元年から今

日までの一般会計の額でみて、平成元年よりも平成 26 年度の方が金額で

下回っているという、やや衝撃的なデータを突きつけられています。地方

交付税制度の中身についての改革を求められている点については、進めて

行くべきでしょう。また、基準財政需要の中身への切り込みが求められて

いるのは確かでしょう。 
 もう一つ、かねてから思っているのは、特別交付税の改革です。確かに

突発的な事故への対応のためにその必要性は理解しつつも、6%と言えば約

1 兆円であり、その 1 兆円の配分は、誰がどのような基準によって配分さ

されているのか、まことに不明確なのです。この改革・透明化も求められ

ているのではないでしょうか。 
 一方、税源偏在とは何か、の項で、人口一人当たりで以て地方税の税目

間の偏在度や税収格差を見て、どんな意味があるのか、と厳しい。ただ、

税源に乏しい地方から見た時、やはり人口一人当たりの税収があまりにも

低いことに悩んでいるわけで、個別税目別の問題を検討する場合には人口

ではない物差しが必要になったとしても、トータルとしての地方財政全体

を見る場合は、合算して一人当たりでみるしかないのではないでしょうか。 

 
(4) 地方消費税 

 平成 6 年、自社さ政権の与党税制改革協議会のインナーメンバーの一人



として、地方消費税創設に努力してきたものの一人として、地方消費税が

本当に地方税としての性格を強くしていくことにはもちろん賛成です。 
 ただ、都道府県が賦課徴収して都道府県知事に対して申告する方向への

転換は現実的でしょうか。今振り返ってみても、課税自主権が付与され、

地方消費税の税率がそれぞれの自治体ごとに変えられる見通しは残念な

がらありません。それだけに、賦課徴収する事務を地方が進めたとしても、

地方消費税は地方の自主課税権を制限されたものでしかないのです。 
 地方消費税の清算基準について、消費税は最終消費者が税を負担するこ

とを予定しているわけで、法人の消費は中間段階で組み込まれているはず

です。もっとも、家庭用消費と事業用消費をきちんと区分けできているの

かどうか、自営業の段階では曖昧になり易いわけで問題はあるのかもしれ

ません。ただ、法人が消費の主体かどうかには、やや疑問が残るところで

す。 

 
(5) 個人住民税 

給付つき税額控除の問題提起がされている。趣旨には大賛成である。た

だ、今回提起されようとしている、食料品のマイナンバーによる還付制度

が導入されれば、低所得者層の消費税負担問題の一つの解決方法は実現で

きそうです。さらに、給付つき税額控除が必要となるのは、欧米にあるよ

うな子供税額控除や勤労税額控除のような具体的な政策目標とマッチし

た税額控除でしょう。自治体での給付つき税額控除も、是非とも国税と同

様実現させていくべきです。その際、マイナンバーで明らかになる低所得

者層のデータは、誰が責任を持って対応していくのか、まだ未定だという

話です。マイナンバー制度の市町村での円滑な運用が不可欠との指摘は、

まことに重要です。今後の大きな課題でしょう。 
 個人住民税の現年課税課は極めて困難である、と言う指摘はその難しさ

の要因が指摘されており、理解はできるのですが、マイナンバーを始めと

する多くの電子化が進み始めた今日、何とか改革できるよう努力して欲し

いものです。手続き論の問題なのか、技術的な問題なのか、それとも権限

の問題なのか、もう少し時間が必要なのかもしれません。 
 ふるさと納税についてのご指摘、なるほど筋が通っているように思われ

ます。ただ、多くの国民がふるさと納税を通じて、寄付先の市町村からの

特産品を返戻品としてもらっている現状を、どう説得していけるのか、な

かなか容易なことではなさそうです。この点について、どんなやり方が一

番良い結果となるのか、検討していく必要がありそうです。若い方たちの

アイディアなど、借りたいものですね。 



 
 

(6) 固定資産税 
固定資産税の問題は、その資産評価の困難性にあると言われています。

ただ、ご指摘のように、土地の評価(地価公示価格の 7 割)だけでなく、過

去の土地バブルとその崩壊によって、土地の評価の落ち込みによって 7 割

の公示地価が重くなりすぎて、負担調整措置を取らざるを得なくなってい

ること等も大きな問題になっています。 
 将来的な改革の方向については異存がないのですが、東京都の関係者で

ある川村先生にお聞きしてみたいのは、東京都の地価で急上昇がみられる

地域で、実際の公示地価の 7 割でもって課税標準にし、それに 1,4%の税

率を乗じているのかどうか、と言う点です。銀座や六本木などと言った一

等地の商業地などでは公示地価の 7 割ではなく、実際には相当低く調整さ

れているという噂をよく耳にします。実態はどうなっているのでしょうか、

率直なところをお聞かせいただければ、と思います。これも、税源の偏在

問題の一つの表れなのだと思います。 

 
 

３,まとめについて 

  4 項目にまとめられている点については、おおよそ納得できるところであり、

今後の検討していくべき課題の提起になっていると思います。 
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２０１５年９月１３日
明治大学公共政策大学院

田 中 秀 明

－地方分権の在り方から考える－

地 方 税

1

１．基本的な論点

３．問題はバランスであるが、現在の日本は再分配が過剰。
地方税制を議論する前に、国と地方の役割分担、分権化の在
り方などを考える必要。本発表では、現在の地方財政の基本
的な問題を明らかにし、改革の処方箋を提示する。

１．地方分権は、理論的には国民の厚生や効率性を高めるが、
税収の偏在があるため何らかの再分配や調整が必要となり、
分権化には限界がある。

２．しかし、ひとたび、再分配が行われると、予算制約は「ソフト」
になり、地方は自律より国への依存を好む。国も、ナショナル・
ミニマムの名の下に、地方をコントロールする。
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２．税源の偏在：①

財政制度審議会資料（2013年5月）
2011年度決算ベース

2

3

３．税源の偏在②

2012年度決算ベース、総務省資料
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4

財務省資料

４．国と地方の財政状況

5

５．地方交付税制度

３．種類
①普通交付税：財源不足団体に交付（総額の94％）
②特別交付税：特別の財政需要に対応（同6％）

１.地方交付税制度は、地方間の歳入の不均衡を
調整し、地方公共団体が適切なサービスを供給
できるように保障する(税ではなく歳出）

【財政調整機能＋財源保障機能】

２．法定財源
所得税・法人税の３３．１％ 酒税の５０％
消費税の２２．３％ 地方法人税の全額
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6

６．普通交付税額の算式

基準財政需要額＝単位費用×測定単位×補正計数
基準財政収入額＝標準税収入の７５％＋譲与税

財源不足額（交付基準額）
＝基準財政需要額－基準財政収入額

留保財源
２５億円

基準財政需要額 １００億円

標準税収入 １００億円
普通交付税

２５億円

基準財政収入額
７５億円

7

７．地方交付税の二面性

ミクロマクロ

１．総額を各地方自治体に
配分（6月）

２．総務省によって決定
３．基準財政支出と基準財政

収入に基づく
４．配分に当たり補正

１．総額は予算編成過程に
おいて決定（12月）

２．財務省と総務省の交渉
３．地方歳出総額・歳入総額

の推計に基づく
４．しばしば追加的な財源

保障措置



5

8

８．地方交付税の論点

役割２ : 地方公共団体の均等化（調整）

１．不透明で複雑な仕組み
（公共サービスを交付税、補助金、自己財源で賄う仕組みに

なっており、交付税は事実上裁量が乏しい）

２．非効率へのインセンティブとモラルハザード
（予算極大化、不要な支出の拡大）

役割１ : 財政需要に対する財源保障

過剰？

9

９．地方財政計画と地方交付税

その他 6.8

Local taxes
39.4

国庫支出金
10.2

地方債 10.1

その他 5.2

投資的経費
16.9

一般行政経費
25.2

給与関係
22.6

公債費
13.3

差額を国が財源保障
歳出

83.2 兆円

財源対策 1.4兆円
交付税一般会計加算 0.7兆円
臨時財政対策債 0.7兆円

地方財政計画 (2006年度)

フォーミュラ
に基づく

15.2

地方税
39.4

地方交付税 = 16.6 兆円

歳入
83.2 兆円

差額
16.6
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10

１０．地方交付税と財源対策

総務省資料

11

１１．地方交付税の問題①

地方
交付税

税収
歳出

増加
財源保障

地方財政計画

[2003年度の例]

合計 17.4 兆円
公債 8.4
借入 1.8
繰入 6.1
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12

１２．地方交付税の問題②

[ダム事業の財源調達]

5%

利払い → 地方交付税

45%

税国庫補助金 借入

50%

１．不要な支出を増大させる
２．税ではなく借金によって賄う
３．ナショナル・ミニマムを超えるサービス水準

（ミニマム→ナショナル・マキシマム）

13

１３．一人当たり一般財源（2008年度計画）

※財政制度審議会資料（20080418)
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14

１４．政府間財政の基本的な問題

中央政府への財政的な依存
（もちつもたれつの関係）

１．地方税の偏在と不安定性
２．中央政府によるコントロール（補助金、規制等）
３．地方交付税・地方債のミス・マネジメント

（特に、財源保障と財政調整の混同）

15

１５．不明瞭な責任と財源

留保財源

地方交付税

補助金裏負担

基準財政収入

義務付け

地
方
税

基
準
財
政
需
要

補助金
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１６．地方自治体の超過課税

総務省資料

17

１７．財政調整のアプローチ

垂直調整
（国からの資金）

水平調整
（富裕自治体の拠出金）

歳入均等型 ・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年）

・ドイツ（付加価値税の一部
調整交付金）

需要考慮型
①２段階調整方式

・旧イギリス（1958～80年） ・スウェーデン（平衡交付金）

需要考慮型
②歳入歳出差額補填方式

・日本（普通交付金）
・イギリス（歳入援助交付金）

人口按分型
（他の併用）

・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）

※財務総合政策研究所(2002)
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18

１８．地方交付税制度の改革の方向

収入ベース

モデル：独、カナダ

現 行 制 度

移転を最小化
あるいは簡素化

モデル：英、豪

[水平的調整] [垂直的調整] 

19

１９．根本的課題：地方自治とは何か

集権・統治

・「地方分権」・「自治」を望んでいるのか？
・公的サービスは、「全国平等」なのか？
・格差を許容するのか？できるのか？
・許容する場合、どこまで許容するのか？

分権・自治

国と地方の役割・仕事を整理し、財源保障機能と財政調整機能を分離
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平成２７年９月１３日 

民間税調第７回シンポジウム 

                               志賀 櫻 

 

地方税 

 

第１ 問題点の所在――税源の偏在 

 
１． 問題点の所在 

 
（１） 地方税について論じる場合の最大の問題は、税源の偏在である。 

 
（２） この問題は、地方税や地方交付税などの制度的手直し程度の小手先での解決

は出来ない。 
何をどうしようとも、税財源の豊かな地域とそうではない地域の格差は生じ

るのであって、何らかの調整は必ず必要となる。しかしながら少なくとも、

現状の調整方法は成功しているとは到底言い難い。 
地方公共団体の財源の現状は惨憺たる有様である。 

 
（３） 結論を先取りして言えば、いったん徴収を国に集中し、中央で徴収のすべて

を執行してから、何らかの分配キー（地方ごとの財政需要を反映する指標）

によって、配分することとすべきである。 

 
２．地方による徴税の甚だしい非効率の現状 

 
（１） 地方公共団体の圧倒的多数において、税務の専門家が育成されていないこと

も、一つの重大問題であり主たる原因でもある。 

 
（２） 例えば２００世帯しか住民のいない岐阜の山村で、自前の統治機構の中で税

務の専門家が育つわけがない。 
地域に密着していなければできないもっと重要な、地方公共団体固有の仕事

が山積しているからである。 

 
（３） 過酷な徴収で自殺事件を起こしているのはほとんどすべてが地方税の徴収

の事件であるが、これは専門性の欠如によるものである。 
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（４） 地方公共団体の税務の担当者は、大規模な地方公共団体を除けば、人事のロ

ーテーションで税務の主務組織に回ってくるだけなので、課税処分も徴収処

分も、法令や条例規則を全く理解しないままに行っているし、手加減をする

能力もないから自殺事件などを産む。 

 
（５） 地方自治体には担当者数が少なく、専門家もいないのであるから、地方が徴

収を担当することは断念して、国が一律に徴収することとすべきである。 

 
（６） ちなみに、国税徴収法は、督促から国税債権の満足まで、司法審査は要求さ

れておらず、ほぼ全く徴収担当部局の裁量と恣意に委ねられているという立

法論上の問題もある。 

 
３．国税と地方税の区分 

 
（１） この場合、国が徴収してそれを地方に配分しているという外観となるので、

国が地方に対して資金を下賜しているかの如き印象を与え、ただでさえ中央

から地方への「上から目線」があるのに、それが一層強くなることが危惧さ

れる。 

 
（２） そこで、特定の若しくは全税目の一定部分、及び/又は、特定の税目の全部が

地方固有の税財源であるような構造を、目に見える形で明確にすべきである。 

 
（３） 上記の税目は、住民税など、ある程度は自ずと決まって来る。 

 
４．地方公共団体相互間の配分 

 
（１） 国が地方公共団体の固有財源を一括徴収した場合、次の問題は、地方公共団

体の間での配分となる。 

 
（２） 上述した配分キーの問題は難問であり、検討しなければならない要素は多々

ある。 
移転価格税制やユニタリー・タックスにおけるような global formulary 
apportionment と同様な問題構造となる。 

 
５．地方公共団体の自主財源の工夫の問題 



3 
 

 
（１） 以上のような中央による徴収の一元化という構想に基づく場合、基本的には

地方公共団体による自主的な財源を強化する努力は必ずしも必要ではなく、

積極的に考慮しなくてもよい。 

 
（２） ただし、地域の特性に基づく税源を考えることができるのであれば（例えば

温泉税）、それは好ましい。 

 
第２ 地方自治の本旨 

 
１．趣旨の不明確 

 
（１） 地方自治の本旨という憲法上の概念は、その意味内容は必ずしも明確ではな

い。そのときどきに、論者に都合のよい使われ方をしているだけである。 

 
（２） ことあるごとに地方自治の本旨を唱える旧自治省は、真底地方自治の本旨と

いう理念に基づいてものを考えているわけではなく、旧内務省の嫡流として

霞が関における覇権抗争展開の手段としているだけであって、そこに動機の

不純がある。 
これまでことあるごとに唱えられていた地方自治の本旨とは、旧自治省が地

方自治体に対するグリップを握って手放さないでいるという、帝国憲法以来

の精神を受け継ぐものに過ぎず、地方自治の理念とはかけ離れたものであっ

た。 

 
（３） 即ち、言葉の真の意味における地方自治の実現を妨げているものは旧自治省

であり、その際に梃子に使われているものが地方自治体における財源不足で

ある。 

 
２．地方財政計画と地方交付税 

 
（１） 地方財政計画と地方交付税というシステムは、やや粗い言い方となるが、シ

ステムとして自主財源を増やす努力をすれば地方交付税交付金が減るだけ

なので、インセンテイブに欠けるシステムとなっている。 

 
（２） 現状のような複雑な地方財政計画と地方交付税のシステムは、これをいった

んすべて廃止して、第１において述べたような中央による徴収の一元化とい
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うシステムを採用すべきである。 

 
（３） かつまた、旧自治省に限らず中央官庁一般による地方自治に対する介入を止

めさせるべきである。 

 
（４） 既述のように、中央官庁による地方自治に対する介入を許す根源は財源不足

にあるから、地方公共団体の収入面からの安定を図ることがその第一歩であ

り、逆説的に聞こえるが中央による徴収の一元化が具体的なその手段である。 

 
（５） また、補助金行政を廃止する現在の方向は強化すべきである。 

 
（６） これによって、政治家の地元利益誘導型政治という政治腐敗を止めることも

可能となり、政治家は国務に専念することができるようになろう。 

 
第３ 歳入庁構想 

 
（１） 社会保障に関する第６回シンポジウムにおいて、社会保障料の税としての徴

収を論じて、歳入庁構想を論じた。 

 
（２） 歳入庁構想は、地方税の徴収を含むもので、歳入庁は、国税、地方税、社会

保険税のすべての効率的徴収をマンデートに含む組織となる。 

 
（３） 地方税、社会保険税も一元的・効率的に徴収されることになって、公共部門

における人的資源の非効率が非常に効率することとなろう。 

 
（４） 歳入庁を帰属させる官庁としてどこを択ぶかも一個の問題である。 

 
第４ 小 括 

 
１．問題の解決は問題点の所在の把握から 

 
（１） 問題解決の第一歩は、財源の偏在が最大の問題であるという現実を認識する

ことから始まることとなる。 

 
（２） ちなみに都市への人口集中は必要であるから生じるのであって、人為的に止

める必要はない。 
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（３） 経済学的には、一定の集中は資源配分の効率の観点から支持される。 

 
（４） 都市での生活が経済的に合理的ではなかったり、快適でなかったりすれば、

地方への回帰が生じるのであって、人為的に介入する必要はないし、介入し

ても効果は期待できない。 

 
２．地方という語の語感 

 
（１） 中央対地方というニュアンスの持つ差別的語感もまた一個の問題である。 

 
（２） ただし、地方自治という概念は、憲法上の概念であるという問題もある。 

 
（補論） 

 
① ＮＦＬのシステムとＭＬＢのシステム 

 
② 野村證券の新宿副都心への移転と兜町への回帰の意味 

 
（以上） 


