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税制⼤綱 残された課題(下) 税源偏在緩和、交付税が筋 
関⼝智 ⽴教⼤学教授
経済教室  コラム（経済・政治）

ポイント
 ○交付税で財政⼒格差是正できぬ財源増加

 ○税制⼤綱では偏在是正に焦点を当てすぎ
 ○国⺠になぜ増税必要か説得する努⼒必要
 

2019年度与党税制改正⼤綱では、東京都と地⽅の税源の格差を是正する偏在緩和措置と
して、東京都の法⼈事業税（都道府県税）のうち4千億円程度が地⽅に再分配されること
が決まった。既に法⼈住⺠税については、19年10⽉の消費増税の段階で、東京都から地
⽅へ5千億円を再分配することが決まっている。

こうした偏在緩和措置は、税収の都道府県間配分の変化のため注⽬度は⾼くない。だが
都道府県間の公共サービスの減少・増加という形で家計・企業に影響を与える。本稿で
はこの措置がとられた背景や課題について検討したい。

◇   ◇

地⽅財政の議論をする際には、(1)財政需要（事務配分）(2)課税⼒（税収配分）(3)財政
調整・財源保障――の3つの段階を意識する必要がある。

まず財政需要（共同のニーズ）を把握する。次に課税⼒、つまり財政需要をどのような
財源で満たすのかを考える。偏在性が少なく安定的な地⽅税体系、受益と負担の対応、
課税⾃主権の⾏使などの議論は、財政需要に対する課税⼒を問題にしている。最後に財
政需要と課税⼒の間にギャップ（財政⼒格差）が⽣じる場合には、財政調整あるいは財
源保障を⾏う。財政⼒格差を是正する地⽅交付税の議論は、財政調整・財源保障を問題
にしていることになる。

地⽅交付税は、基準財政需要（標準的な公共サービスを⾏う場合の財政需要）に対し、
基準財政収⼊（標準的な地⽅税収の75%に、⼈⼝などの基準に応じて国が地⽅に配る譲
与税などを加えたもの）が満たない分を配分する。交付税の総額は地⽅財政計画で決定
され、国税収⼊の⼀定割合（交付税率）が交付税原資として充当されている。

地⽅財政の枠組みからみれば、地⽅間の財政⼒格差は地⽅交付税により是正される。こ
のため本来、税収の偏在は問題とならないはずだ。ところが近年、地⽅交付税では財政
⼒格差を是正できない財源が増えている。その要因を端的に⾔えば、国の税収難に伴う
交付税原資の不⾜、それによる交付税総額の増加抑制、そして想定以上の都道府県間の
税収格差の拡⼤だ。

以下では「格差是正不能財源率」という指標を使って説明したい。財源超過額（基準財
政収⼊が基準財政需要を超過する額）と留保財源（基準財政収⼊から除かれる地⽅税収
⼊、標準的な地⽅税収の25%部分）の合計額を、標準財政規模（⾃治体の経常的⼀般財
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源の総額）で割った値だ。分⼦の財源超過額と
留保財源は地⽅交付税による財政調整の枠外と
なる額だ。

つまり格差是正不能財源率は、地⽅交付税では
財政調整できない部分が、各⾃治体の経常的⼀
般財源に占める⽐率を⽰す。図からは、47都道
府県の格差是正不能財源率は各都道府県の財政
⼒を⽰す「財政⼒指数」と⽐例的関係にあるこ
とや、都道府県平均に⽐べて⼤都市圏、特に東
京都の⽔準が⾼いことが分かる。

東京都の格差是正不能財源率は、法⼈課税の税
収がピークの07年に31.4%となった。08年度
税制改正などにより11年には26.1%に低下したが、13年には34.2%に再び上昇した。
19年10⽉の消費増税に伴い、予定通り法⼈事業税の暫定措置がなくなると、⼀層上昇す
ると予測される。

◇   ◇

地⽅交付税による格差是正が不能な財源は最近突然⽣まれたものではない。交付税原資
の不⾜による交付税総額の増加抑制が常態化する⼀⽅、⼤都市の税収と他の地⽅の税収
の間の格差が⼤きくなり、地⽅交付税では調整しきれなくなった。換⾔すれば、地⽅交
付税制度の限界が顕在化し、税収の地域間の偏在が改善されにくくなった。

近年は地⽅交付税制度による「事後的・⼀括的」な財政調整の枠内で「事前的・個別
的」に財政調整をする措置がとられるようになっている。

今回の法⼈事業税で導⼊する予定の特別法⼈事業税・譲与税では、廃⽌の⽅向だった⼤
都市圏の留保財源や財源超過額を⾮⼤都市圏に移転する「事前的・個別的」措置を事実
上存続させた。さらに譲与税の地⽅への配分基準（譲与基準）を「従業員数と⼈⼝」か
ら「⼈⼝」に⼀本化した。これも従業員の多い⼤都市圏から⾮⼤都市圏への事前の財政
調整を強化した措置だ。

誤解を恐れずにこれらの措置を単純化すれば、財政調整機能を有する地⽅交付税の総額
（交付税原資の不⾜）について、国が責任を持つのではなく、留保財源や財源超過額を
有する地⽅（特に格差是正不能財源率の⾼い都市圏の⾃治体）に責任を負わせる形をと
ったことになる。

19年度税制⼤綱での課題は「財政⼒格差是正」だったのに「偏在是正」に焦点が当てら
れすぎた。税制の議論では、財政調整の問題を極⼒排除することが望ましい。事実これ
までも地⽅分権を意識して地⽅税の安定・充実を図る際に、偏在度の⼩さい地⽅消費税
や個⼈住⺠税を拡充し、偏在度の⼤きい法⼈住⺠税や法⼈事業税のシェアを相対的に少
なくしつつ、安定化を図る⽅向性がとられてきた。法⼈事業税の安定性確保の観点から
みれば、課税ベースの広い現⾏の付加価値割（外形標準課税）の拡充も検討課題だ。

税制の議論を複雑にするのは、税収が帰属すべき「税収の発⽣地」と「税収の納税地」
の間にかい離が⽣じていることだ。この点、法⼈事業税では、法⼈税の納税地となる本
社のみならず、地⽅の営業所や⼯場所在地にも税収を帰属させている。ところが19年度
税制改正⼤綱では、税収帰属地の適正化は実施されていない。世界的にもデジタル課税
などの分野で税収の帰属地が問題となり、各国の配分基準が模索されている。

財政需要に対する地⽅税の安定・充実、地⽅税の税収発⽣地への帰属を進めたうえで、
なお残る財政⼒格差の是正については、地⽅交付税を基本に進めるのが筋だ。地⽅交付
税制度への不信感を払拭し、地⽅税の財政調整的な発想を助⻑するのを抑制すべきだ。
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まずは、財政⼒格差の是正機能を弱める留保財源率の縮⼩な
どを通じた地⽅交付税の改善、交付税原資の充実、交付税総
額の確保を進めるべきだ。それでもなお財政⼒格差の是正が
困難な部分については、地⽅が配分基準の決定に関与可能な
税で補完する姿が考えられる。全国知事会の研究会が提唱す
る地⽅共同税や全国市⻑会の研究会が提唱する協働地域社会
税など、地⽅が共同で税収を拡充する枠組みも⼀考に値す
る。

こうした提案も地⽅交付税制度の枠組みを基礎にしている。
とりわけ留意すべきは、それらを地⽅交付税制度の枠内で⾏
うのかといった決定をする際、ドイツ連邦参議院のように地
⽅代表の意⾒を反映できる仕組みや実効性の確保が必要にな
るということだ。

◇   ◇

そもそも⽇本の税制改正で最⼤の問題は、負担増の回避を強調するあまり、財政需要を
満たす負担との関係への意識を希薄化させてきた点にある。政府や⾃治体、そして政治
家も、国⺠・住⺠のニーズ（財政需要）を満たす負担（財源調達）への⽀持獲得に成功
してきたとは⾔い難い。国税の⼀定割合とされる地⽅交付税の原資は税収であり、地⽅
財政の基礎となる地⽅税も税収だ。仮に公債を発⾏したとしても、償還財源の調達は租
税によることになる。

国⺠・住⺠のニーズをくみ取り、なぜ増税が必要なのか説得し合意を得るための不断で
地道な努⼒が求められる。

税制⼤綱 残された課題(上) シ
ェア経済への対応...
経済教室
12/25

きしむ欧州(上) 英の再国⺠投
票が最善策
経済教室
12/27

東京から地⽅へ税再配分9千億円 愛知・⼤阪
も減収
2018/12/14 23:00

税収再配分、都から地⽅へ年1
兆円規模 政府・与党⽅針
2018/12/3 2:00

地⽅税の偏在是正、法⼈事業税
で 総務省
2018/9/10 20:00

関東知事会、地⽅への税源移譲を要望

2018/5/23 22:00

PR 【初割】⽇経MJビューアーが2⽉末まで無料！申込はこちら
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PR 全国47都道府県で開催！新春資産運⽤セミナー申込受付中｜ピクテ投信投資顧問

PR 仲介⼿数料が定額49.8万円でお得に売る⽅法とは？／マンションマーケット

PR 「企業からのお知らせ」掲載企業をこちらでご確認いただけます

PR 限定ワインやウイスキー、⽇本酒をお探しなら／⾷と酒の未来勘所(みらいつぼ)

PR 銀座・新橋〜奥深い味わいで粋な会⾷が増えている？/⼤⼈のレストランガイド

PR ⽶国で⻑短⾦利が逆転したことの意味を教えてください【まなぼうＱ＆Ａ】

PR 【経済学者伊藤元重】経済理論から現実ビジネスを変えるイノベーション／⽇産

PR 今、ビジネスのヒントは「動画」で学ぶのが当たり前／イノベーション

PR OFFICE PASS⽉間利⽤上位／横浜ランドマークプラザB1で⼤⼈の部活動!?
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