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＜要約＞ 

第１章 地方税の現状 

１．地方税財政の現状 

地方税財政の現状としては、地方の歳入のうち租税収入の割合は約３分の１程度、国

からの地方交付税等及び国庫支出金が約３割である。都道府県では、都道府県民税と事

業税が主要な位置を占め、市町村では、市町村民税と固定資産税が中心となっているが、

近は後者が前者を上回る傾向にある。 

主要税目の税収の推移については、バブル崩壊後、法人二税（法人住民税・事業税）

の落ち込みが も大きく、個人住民税の税収は、減少しているものの、法人二税と比べ

るとその程度は小さい。固定資産税は、バブル崩壊後、不動産価値が大きく下落してい

るにもかかわらず、着実に増加し、その後、安定的に推移している。地方消費税の税収

は、平成９年の導入以降、安定している。 

国・地方の歳出（決算ベース）はいずれも昭和６０年度と比較すると５割以上拡大し

ている。国から地方に移転される地方交付税は平成１２年の２．３倍をピークに低減し

てきているものの、昭和６０年度と比較するとほぼ倍増となっている。地方の歳出を見

ると、 近は全体として抑制的になっているが、内訳としては公債費とともに民生費が

伸びている。国の歳出においては、社会保障関係費と地方交付税が増大している。さら

に地方の歳出を目的別にみると、国との相対比較において、国民生活に密接にかかる衛

生、教育、司法警察消防、国土開発、民生等分野において地方の歳出のウェイトが大き

い。近年の変化をみると、公債費以外では、福祉（社会・老人・児童・生活保護）関係

及び衛生（公衆衛生・清掃費）関係といった住民サービスに係る予算の伸びが大きい。 

租税収入においては、国と地方の比率は概ね３：２である。一方、歳出においては、

地方交付税、国庫支出金により国と地方の比率が概ね２：３に逆転している。地方分権

推進の観点から、国庫補助負担金の削減、税源移譲、地方交付税の見直しを一体的に行



う三位一体改革の必要性が明らかである。 

国際的に見ると、我が国の国と地方の歳出・歳入の割合は、我が国と同様に単一制を

とる英・仏よりも、むしろ連邦制をとる米・独に近いものとなっている。我が国の政府

間移転の割合を見ると、他の主要先進国と比較してかなり大きなものとなっている。我

が国では、地方分権の観点から、国庫補助負担金の削減、地方交付税の見直しと税源移

譲による政府間移転割合の縮小が課題といえる。  

 

２．法人の負担する主要地方税 

地方税の税構成については、先進国で比較した場合、我が国は法人所得課税の割合が

高い。ドイツ、アメリカ、日本が地方税における法人所得税の負担が比較的重く、英・

仏やアジア諸国と比較すると、依然として高水準であるといえる。 

固定資産税は、土地、家屋及び償却資産に対して、その固定資産の価値に応じて毎年

経常的に課税する財産税（物税）。当該資産の保有と市町村の行政サービスとの間に一般

的な受益関係が存在するために課されるもの。 

法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税である。法人がその事業活動を

行うに当たって地方公共団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、これに必

要な経費を分担すべきであるという考え方に基づき課税される。法人事業税への外形標

準課税の対象となるのは、資本金１億円を超える法人である。平成 14 年度 道府県税の

課税状況等に関する調査によると、対象企業は、全国で約３．３万社であり、これは全

法人約２４７万社の１．３％である。 

法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも個人と同様幅広

く負担と求めるものである。法人住民税には、市町村民税と都道府県税があるが、それ

ぞれ均等割、法人税割があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道

府県及び市町村が課税するものとなっている。 

 

第２章 地方法人税の負担感について 

１．アンケートの概要 

先に述べた地方法人税の諸問題は、企業に対してどのような影響を与えているか、ア

ンケート調査を実施した。 

アンケート回答企業の土地に係る固定資産税の評価総額は下落傾向にある。同様に、

課税標準額も逓減している。（平成１４年度の比較で概ね１５％程度）アンケート回答

企業の負担水準（平均）では６０％を超えており、毎年約１％ﾎﾟｲﾝﾄの割合で上昇してい



る。一方で、全国の商業地等の負担水準は、５０％を超えた程度となっており、大企業

を中心に相対的に高い負担水準となっている。 

さらに、アンケートで得られた財務データを基礎に、外形標準課税導入の影響につい

て、試算を行った。 

 

第３章 固定資産税の課題 

固定資産税における土地の評価（評価替え）は、３年に１度、実施される。平成６年

度評価替えにおいて、固定資産税評価額は地価公示の７割を目途とする制度（いわゆる

７割評価）が導入された。「７割評価」導入により、バブル崩壊後に地価が大きく下落

していたにもかかわらず、固定資産税評価額が大幅に引き上がったため、納税者の税負

担の急増を抑制する措置（負担調整措置）が講じられた。平成９年度評価替えにおいて、

評価年度以降の据置年度中での評価額の修正を可能とするとともに、負担の均衡化を目

的とする負担調整措置を導入。（「負担水準」という概念を導入） 

商業地等に係る固定資産税について、平成９年度から「負担水準の均衡化」のための

負担調整措置が講じられており、現在、負担水準が一定の割合（70％）を超える課税標

準額は、70％まで引き下げられている。地価水準は平成３年をピークに下落を続けてい

るにもかかわらず、負担調整措置があるため、引き続き、固定資産税額が増える地点が

存在する。平成１６年度税制改正で導入された条例減額制度により、自治体の判断で負

担水準の上限をさらに負担水準60％から70％の範囲内で、引き下げることができること

となった。本制度は平成１７年度末で期限が到来するため、延長が必要である。 

償却資産に係る固定資産税についても、国税の減価償却制度と同様に、残存価額10％、

償却可能限度額は95％と設定されている。固定資産税においては、これらについて、地

方税法で規定せず、固定資産評価基準（通達）で規定している。このため、法人税法本

則に規定されている残存価額・償却限度額の見直しを行なう場合、固定資産評価基準（通

達）についても同様の改正が必要である。この改正により、償却資産を保有する企業（製

造業等）の税負担の軽減が図られる。家屋以外の事業用償却資産に課税を行う国は少な

い。諸外国（32カ国）において、機械設備等の償却資産に課税を行っているのは、米国

の45州、カナダの数州、フランス（職業税として）、メキシコ、フィリピンである。  

Ｊリート所有物件のうち、土地・建物それぞれの取得価格が判明している物件につい

て、収益価格の推計を行い、あわせて固定資産税路線価から当該土地について比準地価

を推計し、比較を行った。推計値の比較結果については、①収益価格が比準地価を上回

る物件：９地点、②収益価格と比準地価が概ね同程度（２０％以内）の物件：６地点、



③比準地価が収益価格を上回る物件：９地点であった。 

 

第４章 土地流通課税に関する課題 

景気回復に加え、土地の流通課税の特例措置の後押しもあり、現在、全国的に国内の

工場立地が活発化している。地域経済の再生、設備投資の活性化等の観点から、土地流

通課税の特例措置の延長が不可欠な状況である。 

現在、多くの自治体が奨励補助金等による企業誘致を積極的に展開しており、先端産

業の製造拠点の国内への立地も活発化している。このような環境で流通課税の特例措置

が廃止されると、自治体の奨励補助制度の効果が減殺されてしまい、地域経済や地域再

生、ひいては国際的な立地競争にも多大な影響があると考えられる。 

分譲住宅の着工件数はここ２年高い伸び率を示している。特例措置が延長されない場

合、マイホーム購入者は住宅ローン減税約１年分の増税となる。また、ハウスメーカー

の土地調達のコスト増にもなるため、住宅価格の上昇を招く。 

 

第５章 諸外国の地方法人税制 

日本の企業の“実効税率”（＝表面税率）が国際的に見て高いのは、地方税の問題も

大きい。ＧＤＰ比で見ても、地方の法人所得課税負担の重さは明らかである。国税のみ

ならず地方の法人所得課税のあり方も十分に検討する必要がある。 

各国の状況を見ると、選挙権を持たない法人に対する地方の課税については、 

①選挙権を持たない法人への課税は安易に行われる可能性がある、 

②その結果、有権者である住民に直接の負担を与えずに地方歳出を増加させることが

できる、 

という財政規律上の問題から、制限される傾向にある。 

イギリスの地方税には、かつては、事業用の資産に対する固定資産課税(事業用レイト)

も地方税として存在していた。しかし、事業用レイトの増税によって、有権者である住

民に直接の負担を与えずに地方歳出を増加させることが可能となる点が問題視され、ま

た、法人資産に対する過度な増税が、イギリス企業の国際競争力を弱めるとの認識から、

1990年に国税化（それによる税収を人口比で地方自治体に分配する方式へ変更）された。 

一方、フランスにおいては、職業税(注)など事業者に対する地方税収の比重が大きいが、

法人に対する安易な増税を防止する観点から、職業税の増税は、住民課税である住居税

の増税率を超えてはならない等の規定がある。逆に住居税を減税する場合も、職業税を

同率以上引下げなくてはならない。また、国からの交付金の配分基準の一つに、各自治



体が住居税など住民に対する課税をどの程度行っているかを示す｢財務努力｣という指標

が用いられている。 

ドイツの市町村税は、税源の偏在の問題に加え、産業界の主張を受け、企業活動にも

マイナスの影響が大きい営業税の比重を徐々に下げ、偏在の少ない個人所得税・付加価

値税へとシフトしてきた。 

米国の地方の法人所得課税負担は、前掲のとおり、表面税率で見ると日本と同様に重

いように見えるが、ＧＤＰ比では０．３％(2003年)と、税率で見る以上に負担が軽くな

っていることが分かる。これは、地方の企業誘致のための法人課税引き下げ競争が８０

年代以降特に激化し、大幅な税負担の減免を中心とする大規模なインセンティブ付与が

広まったことが背景になっている。 

 

第６章 地方における法人課税のあり方 

１．地方と法人課税 

地方における法人課税は、国税における法人への課税や社会保障負担とともに、企業

の負担を構成する主要な要素の一つである。したがって、そのあり方は、当該地域の財

政の安定性の問題だけでなく、当該地域ひいては我が国の投資先・立地先としての競争

力の問題にも大きな影響を与える。 

現在の我が国の地方税の内訳を見てみると、諸外国との比較において、法人課税の割

合、特に、法人事業税や法人住民税といった法人所得課税の割合が突出して大きい。地

方税収は自治体の行政サービス提供の主要な財源であるため、本来、税収の安定性が重

要であるが、法人所得課税は法人の利益に応じて変動するため、税収は不安定である。

また、法人の所在や活動は地域的に偏在するため、税収の地域的な格差も大きい。その

結果、我が国の地方財政は、安定的財源確保という観点から問題を抱えているという指

摘がなされている。 

加えて、我が国の地方財政は国際的に見ても自主財源に乏しく、地方交付税や国庫補

助負担金等の国からの財政移転に大きく依存しているという問題がある。 

一方、本来、地方税は地方自治体の行政サービスに対する応益税としての性格を持つ

ものである。そのため、地方における法人課税については、法人が享受する地方行政サ

ービスに見合った分の負担を求めていくことが望ましい。 

しかしながら、地方において法人所得に課税することについては、徴税しやすい税源

に安易に依存していること、地域行政サービスの受益・負担の関係があいまいであるこ

と、選挙権を持たない法人への課税は地方自治体の財政運営に関する住民への説明責任



を曖昧にするおそれがあることといった指摘がなされている。 

また、国際競争の観点からは、地方税の高い法人課税負担が、その地域や我が国にお

いて投資や新たな事業展開を行う上での制約要件となる可能性もある。以上から、地方

税のあり方については、以下の点に留意しながら検討を進めるべきである。 

第一に、地域主権の推進を図るため、国の過度の関与が地方の主体的な決定や創意工

夫ある行財政改革への取組の支障とならないよう、地方が独自性を発揮できる税制の拡

大等を通じて地方自主権の拡大を促進するべきではないか。具体的には、今後、地方交

付金制度の見直しと国庫補助負担金の削減を行うとともに、警察、消防、教育、衛生、

社会保障などの基礎的な行政サービスを円滑に行うための歳入を確保するために、より

安定的かつ自主的な財源を求めていくことが重要である。その際は、現在、多くの地方

自治体において職員定数削減等の行政改革に取り組んでいるものの、一部の地方公共団

体において無駄と思われる歳出、高い給与や特別手当等の支給が指摘されており、より

一層の歳出の見直しを前提とした上で、経済や財政の状況、課税の応益性等を十分に勘

案しながら、地方税のあり方の検討を行う必要がある。 

ただし、「自主的」財源とは、必ずしも地方自治体が独自に徴収活動を行うことを意味

するものではなく、地方自治体が行政を行うに当たり必要十分な財源が確保されている

という意味であり、地方の徴収事務については、国との統合や一層の合理化を思い切っ

て進めていく必要があるのではないか。 

第二に、地方における法人所得課税については、国と地方の関係、他の財源も含めた

地方の安定的財源確保に向けた改革も踏まえ、地方において法人にどの程度の負担を求

めるべきかという問題としてのみならず、当該地域や我が国に立地する企業の競争力を

高め、国際的にも企業を呼び込むためには法人の負担がどうあるべきかという問題とし

ても検討する必要があるのではないか。 

なお、今後は以下のような点も踏まえ、検討を進めていくべきである。 

・ 法人も様々な地域行政サービスを受けており、応分の負担をすべきである。 

・ 多くの赤字中小法人が、法人住民税均等割のみを負担しているが、地域行政サービス

の対価やエントリフィーとしては低すぎるのではないか。 

・ 国と地方の役割分担は国によって異なることから一概に比較できない。 

・ 応益税という観点からすれば、雇用を創出するなど地方経済に貢献している法人に対

する住民税と、その地域で治安・医療・教育等のサービスを享受する個人に対する住

民税との間で、課税上の整理が必要ではないか。 

 



２．固定資産税について 

固定資産税は、土地、家屋及び事業用償却資産に対して、その固定資産の価値に応

じて毎年経常的に課税する税であり、当該資産の保有と市町村の行政サービスとの間

に一般的な受益関係が存在するために課されるものである。現在、固定資産税は、市

町村税収全体の 46％を占め、市町村民税と共に基幹的な税となっている。 

土地、特に商業地等に係る固定資産税については、平成９年度から負担水準の均衡

化のための負担調整措置が導入されて以降、負担水準の度合いによっては地価が下が

っているにもかかわらず税額が増加する等の状況が生じることが、法人の負担感を増

大させている。 

一方、商業地等に係る固定資産税収を見ると、平成 11 年をピークに現在は平成６年

の水準まで低下してきているものの、そもそも商業地等に負担が偏っているという指

摘や、土地の収益力に対する実効税率を勘案すべきという指摘、負担水準が未だに地

域よって大きくばらついているという現状を踏まえ、今後とも負担水準のあり方につ

いて検討を行っていく必要がある。その際には、平成 15 年度に創設された条例減額制

度も活用しながら、地域経済の振興、商店街の活性化、企業立地の促進等の観点から、

負担水準の引下げ等の措置をより積極的に実施することが重要であるとの指摘があっ

た。 

また、商業地等に係る負担水準については、６割～７割という幅を持った目標では

なく、６割という定まった目標に収斂させるべきである、という意見があった。 

家屋に係る固定資産税については、納税者側からは、評価額の算定根拠に関する情

報の不足や法人税法と異なる残存価額のために税の負担感が大きい等の問題が指摘さ

れている。一方で、課税側からも評価の実務について、多岐にわたる項目を詳細に調

査・評価をした上で種々の補正を行う評価事務は、必要以上に複雑で非効率なものに

なっており、徴税コストの増大を招いているのではないかという指摘もある。このよ

うな指摘を踏まえ、家屋に係る評価のあり方について、制度の簡素化・効率化、納税

者から見た透明性等に配慮しながら、見直しを行っていくべきではないか。 

事業用償却資産に係る固定資産税については、家屋以外の事業用償却資産に課税を

行う国は少なく、国際的な競争力や整合性の観点からの検討が必要であるといった指

摘がなされている。また、納税者側からは、課税の有無についての判断基準が曖昧で

ある、法人税法等と異なる賦課期日や特別償却の取扱いによって国税に係る経理とは

別に償却資産の申告のための経理事務が必要であり、納税者に過大な事務負担を強い

ているのではないかといった指摘がある。その一方で、課税側から見ても、申告を行



わない企業や個人事業主が多く存在する中で個別の税務調査には限界があり、比較的

把握が容易な一部の法人に課税標準額が偏りがちになるので、公平性の確保が難しい

のではないかという意見もある。さらに課税標準の捕捉の観点からは、法人について

法人税申告における税務書類を援用できる措置を講ずることが国税の税務調査との均

衡や徴税事務の軽減、納税者の利便性向上にも資するとの意見もある。このような指

摘を踏まえ、償却資産に係る固定資産税については、国際的整合性の確保や納税者の

事務負担の軽減、課税の公平性の確保等の観点からも、そのあり方を検討すべきでは

ないか。 

 

３．法人事業税・外形標準課税等について 

法人事業税は、そもそも、法人がその事業活動を行うに当たって地方公共団体の各種

の行政サービスの提供を受けることから、これに必要な経費を分担すべきであるという

考え方に基づき課税するものとされる。現在、都道府県税収の約３割を占める。 

従来、本税制は、法人の所得を課税ベースとした応能的な課税であったため、景気の

動向に税収が左右されやすく、税収の安定性に欠けるといった課題があった。 

このため、応益原則の観点から平成 16 年度以降、法人事業税にいわゆる外形標準課税

が一部適用され、従来の所得に対する課税の他、付加価値（加算型）、資本金等に対して

も課税することとなった。 

このような経緯で導入された法人事業税の外形標準課税については、制度設計におい

て税収中立の原則が採用されたと言われているが、実際に課税が開始された平成 16 年度

以降の実態を調査し、本税制が企業財務や企業行動に与える影響について分析する必要

がある。その分析を踏まえ、中小企業への影響を適切に判断しながら、地方におけるあ

るべき法人課税の構築や投資・事業先としての立地環境整備という観点からも、本税制

の今後のあり方について検討していく必要がある。 

また、法人事業税の外形標準課税については、納税者にも徴税者にも追加的なコスト

を生じさせているという意見もあり、単に税負担を適正化するという視点からだけでは

なく、納税コスト・徴税コストといった社会コスト全体を抑制する観点からも議論すべ

きであろう。 

なお、外形標準課税は地方消費税等と比べて応益性や普遍性が不明確であるので、地

方消費税や法人住民税均等割で対応すべきであったのではないかという意見もあった。 

 

 



４．地方税務行政などの効率化 

今後、三位一体改革の中で税源移譲が進むことに伴い、我が国税制の中での地方の役

割は拡大する。それに応じて、地方の税務行政の更なる効率化と徴収率の向上等による

不公平性の是正は、ますます重要な課題となる。これらを実現するためには、これまで

以上に納税者の視点に立って簡素で分かりやすい地方税の仕組みや納税方法、より公平

で効率的な徴税を可能にする制度の構築が必要である。 

個別の税目における納税・徴税事務の課題については、上述のとおりであるが、より

幅広い視点から、地方分権の時代に見合った信頼できる税務行政の確立に向けた検討を

進めることが重要である。 

なお、今後の地方税のあり方を検討する際には、以下のような点を十分踏まえていく

べきである。 

・ 個人住民税については、企業の事務負担の軽減と所得捕捉の向上の観点から、源泉所

得税に係る事務との統合や現年課税への移行の可能性も含め、適切な見直しを行う必

要があるのではないか。 

・ 資産に対する賦課課税については、地域住民と密接な関係にあること、課税客体が膨

大な数に上ること等を踏まえて、納税者にとって簡素で納得感のある仕組みとすべき。 

・ 徴収事務を国と地方、あるいは、都道府県と市町村が一体で行うことも検討すべきで

はないか。少なくとも、地方自治体の税務部門と国税庁は連携を図るべき。 

・ 国税の徴税費に比べて、地方の徴税費は相当大きく、地方の徴税事務を効率化する余

地は大きい。 
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