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西ドイツ地方財政論の現況 (2)
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2. 地方歳入と財政調整

第 25章「地方歳入と財政調整」 (Kommunale

Einnahmen und Finanzausgleich)は，地方団

体の歳入論という内容上本書全体の中心をなし

ている（分量の点からみても，第 25章は本書の

約 46%〔331ページ〕を占める）。構成をみる

と， 5節から成る。まず「市町村の沿革的歳入

体系と『理念的』歳入体系」 (§115)が市町村歳

入の沿革的発展と今後の方向を展望し，次いで

「地方税」 (§116), 「使用料・手数料，負担金，

その他の歳入」 (§117)によって歳入各論が論じ

られる。これに対して，「市町村財政調整」(§

118)は地方税，使用料・手数料等によっても不

足する地方財源を上位団体からの交付金によっ

て補填するという性質の歳入である。最後に，

「市町村連合の財政制度」 (§119)が論じられる

が，これは主として郡財政を市町村財政一般か

ら取りだして説明したものである。
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以上のように第 25章は，地方債論が第 27章

（地方団体の財産と債務）に回されている点を別

とすれば，西ドイツ地方財政の歳入を体系的に

取り上げたものということができる。以下では

これを便宜上， (a)地方歳入論 (§115,...__,117), 

(b)財政調整論 (§118), (C)郡財政論 (§119)

とに分けて検討する 24)。

(a)地方歳入論

まず， §115について25)。この節は，それぞれ

執筆者の異なる 3小節からなっている。A.ドイ

ツ市町村歳入体系の発展 (K-H.Hansmeyer), 

24) ところで，ドイツ都市会議の市町村財政の専門家

である Mtinstermannは，同会議発行の der
stadtagの 1986年 7月号の書評で，ここで検討して

いる本書を酷評している (S.501)。この書評は本書

の出来映えを最低ときめつけ，その例として市町村

税収の約 98%を占める市町村所得税参与，営業税お

よび不動産税には全部で約 40ページしか割当てら

れていないのに，わずか 1%程度の税収構成にすぎ

ない市町村雑税に 90ページ以上も割当てられてい

るという編集の杜撰さ，財政調整論における図表の

出所を示さない形での盗用等を挙げ，公正にいえば

有能な専門家による好論文もあると留保しながら，

しかし全体として本書を市町村財政の適切な書物

として推薦しがたい，と述べている。しかもこの書

評は，本書の表紙には「市町村全国団体との協力の

下に編集」となっているが， ドイツ都市会議に関す

るかぎり，そのような事実はなかったことを明らか

にしている。拙稿の論評は必ずしも Mtinstermann 
の指摘にとらわれないが，概して法的解釈論や概念

的穿竪に終始する論文が多く，市町村財政の現状と

将来について示唆を与える論文が少いことは認め

ねばならない。

25) Das gewachsene und das "ideale" Einnahmen-
system der Kommunen, in; HbKomm WuP, Bd. 
6., S. 69,......, 116. 
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B. 「理念的」歳入体系 (D.Pohmer und P. 

Saile), C. 歳入の状況と歳入増加のための戦略

(D. Bullinger)。この 3論文の間には関連はみら

れず，それぞれが独立した論文である。

第 1の「ドイツ市町村歳入体系の発展」26)は，

1870年以後約 100年間のドイツ市町村財政を

要約的に回顧したものである。執筆者はケルン

大学の財政学担当教授であり，この分野におい

ても顕著な業績のある人物だけに内容も手堅い。

この論文では，まずふたつの視角が提示され

る。ひとつは市町村の歳入構造を量的側面から

見た時であり，他はそれを質的側面からみた時

である。前者は，市町村の歳入財源の構成要素

（地方税，交付金，地方債，使用料・手数料，

負担金，公営企業収入）は変らないが，時代と

ともにそれらの間の比率に変化が生じたという

指摘であり，後者は国家における市町村の位置，

それ故市町村の事務範囲，財政規模，財源配分

に反映されることになる市町村の役割が変化し

たというものである。このふたつの視角を重ね

合せるならば，主たる考察対象は地方税および

上位団体からの交付金となる，というのであ

る27)

゜
以下では，地方税および交付金を中心に帝政

期，ワイマル期，ナチ期，第 2次大戦後（ボン

基本法期）という時期区分をおこないつつドイ

ツ地方財政史を要約している。ここでは， これ

をさらに要約することは避け， ドイツ財政史の

それぞれの画期となったミクェル（帝政期），工

ルツベルガー（ワイマル期），ポーピッツ（ナチ

期）の財政改革を市町村財政との係わりで整理

し，ここから現代に対する示唆を引きだすこと

26) K-H. Hansmeyer, Die Entwicklueg des kom-
munalen Einnahmensystems in Deutschland, 
Ebenda, S. 69,.......,84. 

27) Ebenda, S. 69 f. 

第 53巻第 1・2号

を試みよう。

さて，周知のミクェルの改革は 1891年から

93年にプロイセンで実施された。改革の背景を

なしていたのは，プロイセンにおける税源配分

の混乱であった。改革前の 1891/92年をみると

住民数 1万人を超える都市では，市税合計の約

80%があれこれの所得課税からもたらされてい

たし，郡部町村においても物税対人税の割合は

1対 3ないし 2対 3で，人税が物税を上回る状

況にあった。市町村課税の重点が人税に置かれ

たのは沿革的理由により，標準的枠組を欠いた

まま市町村に所得課税の大幅な裁量権が付与さ

れていたというプロイセン邦の租税政策の欠陥

の他，家屋所有者が 1831年の修正都市条例に

よってもなお半数を占める市議会構成のためで

もあった。このような状況の下では，より多く

の歳入の調達が必要となると，それは家屋所有

者の利害に係わる不動産や家屋への課税の強化

ではなく，多かれ少なかれ恣意的な課税方法を

ともなう大衆課税による所得課税の重課へと向

かうことになる。この傾向は，次第に所得課税

の重要性がましつつあった邦と税源競合という

形で衝突をきたすとともに，低所得者層を過度

に重課する点で社会問題をも生んでいた28¥

これに対してミクェルの与えた解決は，税制

改革をおこないつつ税源配分を明確化すること

であった。すなわち，プロイセン邦はその財源

として改正後の所得税，財産税を指示されると

ともに，物税（不動産税，家屋税，営業税）は

もっぱら市町村の固有税とされたのである。市

町村は物税の他，邦所得税への付加税権が認め

28) Ebenda, S.S. 71 f. Hansmeyerに従って， T.
Koster, Die Entwicklung kommunaler Finanz-
systeme am Beispiel GroBbritanniens, Fran-
kreichs und Deutschlands, 1790-1980, Berlin 1984. 
S. 200 ff. を参照した。
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られたが，その行使は物税の税率と相互に関連

することが強制された。このため，不動産課税

の回避と所得課税の一方的な強化という家屋所

有者の個別利害の行使は，相当程度封殺された。

改革は前述の混乱を克服し，プロイセンの市町

村財政に確固とした基礎を与えるのに成功した

のである。もっとも，市町村財源として物税の

ような直接課税よりも公営企業収入，使用料・

手数料，間接消費税を優先して充当するという

目標は，市町村の財政需要が旺盛な状況下では

達成されなかった。しかし， ミクェル的歳入体

系は今日も模範として常に回顧されるものとな

つている 29)。

第 1次大戦前の地方歳入体系は，全体として

次のように評価される。すなわち，歳入の重点

は租税にあり，かつ税率決定権に基づく自律的

な税収調達による財源保障の仕組は市町村が国

家の基礎であるという観念に照応し，かつ財政

調整という目標を定めていなかった憲法の財政

規定を反映したものである，と 30)。

さて， 1919年のワイマル憲法は「分権的単一

国家の理念」によって特徴づけられていたが，

地方自治については「制度的保障」といわれる

自治権を与えていた（第 127条）。しかし，地方

団体の事務の範囲あるいは財源については憲法

は指示していなかった。

エルツベルガーの財政改革のなかでも 1920

29) 拙著第 5章 I-d,を参照。 Kosterによれば，第

1次大戦に向う期間に市町村，とくに都市での財政

需要の膨張はミクェル的な財源分離の下では物税

もしくは所得税付加税の増徴によって補填されね

ばならなかったが，これは結局税収弾力性に富む所

得税付加税率の著しい引上げに結果し，地方団体間

の税負担のアンバランスや重税感の高まりを通じ

て，いずれ大幅な手直しが必至であったという。ワ

イマル期の分与税形態の結合制度を受けいれる素

地'.!ま，大戦前にある程度熱しつつあった訳である。

Koster, a. a. 0., 204. 
30) Hansmeyer, a. a. 0., S. 72. 

年 3月30日の州税法が，このラィヒ，州，市町

村間の財源配分という困難な課題の解決を試み

たのであるが，それがいわゆる結合制度 (Ver-

bundsystem)である。この制度の特徴は，基幹

的税目（所得・法人税，売上税，相続税，土地

所得税等）をラィヒに集中し，これから得られ

る税収の一定割合を外I,市町村に分与する点に

あった。この時，市町村はラィヒによる多分に

間接的な財源保障と並んで，州による事務と財

源の双方にわたる自治監督を受けた。

市町村からみた時の結合制度の問題点は，以

下の諸点である。第 1に，ラィヒ政府は市町村

の財源保障の重要性を認識はしていたが，小['[の

監督権限を押しきってそれに必要な措置を取る

ことをしなかった。その意味で，結合制度の下

での財政調整は「暫定状態」の持続であった。

第 2に，帝政期の市町村の最重要な財源調達手

段であった所得税付加税権が奪われ，さらに物

税課税権限も州に帰属させられた点である。こ

れらはラィヒに税源を集中する結合制度の帰結

であったが，また物税と所得税付加税とを均衡

させつつ自律的課税権を市町村財政の基礎にす

えていたミクェル的自治観念をくつがえすもの

でもあった叫

この結果，第 3に市町村は可動的財源を求め

て公営企業（電気，ガス，水道等）の経営拡大

を目指すようになり，またこれらの施設の更新

改良投資の必要も含めて外債発行を活発化する

方向に刺激されたのである。他方，第 1次大戦

後のハイパー・インフレを経験して市町村は大

戦前の伝統的な所得税付加税権の回復というよ

り，税収の点でインフレに対し利点の大きい売

上税付加税権を要望するようになった。また，

いわゆる地方雑税の他，営業課税の 1種として

31) Ebenda, S. 72 f. 
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賃金額税が導入され，さらにバイエルン州，ラ

インファルツ州では人頭税的な行政負担金の課

徴の試みもあったという。ともかく。エルツベ

ルガーの改革はまったく新たな市町村の財源保

障方式をもたらしたという意味で自治観念を転

換させたのであるが，それはワイマル的な連邦

制の枠組のなかで安定するには至らなかった。

「財政調整の最終改革」は，ナチ期にもたら

された。改革の推進力となったのは，ポーピッ

ツによる新たな財政調整論の展開であったが，

その核心は「最適地方税制」および「市町村財

政調整の新設」にあった。前者は 1936年の物税

改革によって再び市町村が物税課税権を得ると

いう形で実現され，後者は 1938年のプロイセン

財政調整法によって同じく実現をみた。

このような改革がもっていた含意は第 1に，

自治の基礎が地方税であり，それは「地域的帰

着性」 (OrtlicheRadizierbarkeit)を備えた物税

に求められた点である。第 2に，ワイマル期の

結合制度下の分与税方式が市町村の財政需要の

考慮，したがって財源保障機能を基本的に欠い

ていたのに対し，これを基準交付金方式によっ

て代置するという転換がおこなわれた。第 3に，

以上ば州の旧来の市町村監督機能を無用化する

方向に作用した。こうして，市町村は「財政自

律」 (Finanzautonomie)において本質的な改善

をみたのではある。ところが，ナチ国家のなか

では市町村はもはや自治団体ではなく，単なる

行政単位に貶められていたのであった32)0 

以上の 3大改革は，現代との対比でどのよう

な示唆を与えるのであろうか。 Hansmeyerは

ボン基本法下の税源配分の発展を概説し， 1969

年に市町村の所得税参与という画期的な改革が

なされた点に触れつつ，それは帝政期の所得税

32) Ebenda, S. 78 f. 

第 53巻第 1・2号

付加税の再現でもなく，連邦レヴェルの租税立

法の如何に依存する点は共通していてもワイマ

ル期の分与税とも配分方式において異なるとい

う。そして，ワイマル期との最も重要な相違は，

「今日的観点から，より責任感を自覚した制度

運営」がおこなわれていることとし，その基礎

を「市町村の政治的比重が今日では論議の余地

なくもっと高まっていると言ってよい」点に求

めている 33)。他方， 1979年租税改革法による賃

金額税の廃止，営業税基礎控除の大幅引上げの

際にみられたように，市町村と上位団体（州，

連邦）との衝突の可能性はなくなった訳ではな

く，市町村の財政高権は「継続的な不確実性」

(wahrende Unsicherit)下にある点を確認して

いる。さらに，市町村財源に占める上位団体交

付金の割合の相対的上昇により，市町村の財政

自律は狭められているという。

以上を要するに， ミクエル以後のドイツ地方

財政史はそれぞれの段階の歴史的全体状況に条

件づけられながら，その段階に照応した個性的

な改革を繰り返しきたこと，市町村側の要求を

背景にその財政自律と財源保障の方式が問題的

であり続けたこと，ポーピッツ以後の交付金に

おける基準交付金方式は市町村財源保障として

安定しているようにみえる反面，「最適地方税」

が今日もなお未決着であるように思われること

等を指摘できよう。

財政史を中心とした第 1論文を受けて，「最適

地方税」を論じているのが Pohmerおよび

Saileによる第 2論文（「理念的」歳入体系）で

33) Ebenda, S. 83f. 
34) D. Pohmer u. P. Saile, B. Das "ideale" Einnah-

mensystem. in; a. a. 0,. S. 85..---...,105. この論文を，

Munstermannは『教授風』と椰楡している。注 24)
参照。
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ある 34)。Pohmerはテュービンゲン大学教授で

あり，かつ 1982年に『市町村税改革に関する報

告』を提出した大蔵省学術顧問団の議長である。

論文の内容はそれ故，前記の『報告』に酷似し

たものであり，逆に『報告』の基調を主導した

のは議長を務めていた Pohmer自身であった

と判断できる。この『報告』は拙著ですでに検

討しているから35), ここでは論文の結論のみを

確認しておくことにする。

さて，論文は「IV. ひとつの提案」でしめく

くられている。これによれば， どのような地方

課税も単税では長所，短所があるので単一の「理

念的」地方税は存在しないとする。そこで，複

税の地方税制としては現行の市町村所得税参与

を維持しつつ，営業税および不動産税に代えて

加算法型付加価値税および地方一般消費税の導

入をおこなうことが提案される。

営業税および不動産税という伝統的な地方物

税課税の意義が減少し，将来的には廃止の方向

ヘ歩んでいることはわれわれには既に周知で

あった。地方課税の原則を充たした新たな地方

課税として加算法型付加価値税が大蔵省学術顧

問団によって提案されていたことも知られてい

るが，しかしこれに加えて Pohmerが地方一般

消費税をもうひとつの柱として提案している点

には驚かされる。というのは，前記の『報告』

では地方一般消費税はなかんずく事業者と非事

業者（＝消費者）とへの売上の正確な区分が困

難である（ガソリン販売，ホテル，交通業等）

という理由で多数意見としては否定され，この

Pohmerの論文自身のなかでも「政治的にみて

ほとんど実施不可能」と結論されている代物だ

からである 36)0 

35) 拙著第 5章II節。

36) Ebenda, S. 105. 

この 2税が並存するとすれば，最終段階にあ

る小売段階では加算法型の地方付加価値税の負

担に加えて，小売売上税を意味する地方一般消

費税を併課されることになる。 Pohmerはなる

ほど地方一般消費税の併課は市町村の選択に任

せる可能性を示唆しているが，所得税市町村参

与と「最適地方税制」を構成すべき地方税が上

述の両間接税の同時導入であって，それらのい

ずれかではない理由は明らかではない。ともか

<, Pohmerが退けている市町村の連邦売上税

参与37) も含めて，新たな「最適地方税制」は市

町村所得税参与という所得課税と新たな地方間

接税との組合せに求められているのが今日の状

況と言うのが，可能なほぼ唯一の要約であろう。

ところで，第 3論文（「歳入状況と歳入増加の

ための戦略」）は，市町村歳入の現状と対策を論

じている 38)。執筆者の Bullinger(Prognos AG) 

はこれを「1.歳入の状況」「2.歳入増加の可能

性」「3. 限定された行動余地」の順序で考察す

る。中心は「歳入増加の可能性」を論じた部分

にあるが，その叙述を図式化すると，以下のよ

歳戦入増加略 絶対的 相対的

「明白な」
租税・使用料 歳出削減・

等の引上げ等 節減目標の設定等

企業誘致，住 行政事務の見直し・再配分

「穏れた」 宅建設による 賃貸借料・補助金の見直し

住民増等 等

37) 市町村の売上（付加価値）税参与には，租税連合

（分与税），最終小売段階の委譲の 2形態があり，後

者は税率決定権を認めることも可能であり，その点

では地方課税の原則に一致する。難点とされている

のは①連邦の法改正が影響を与える（とくに分与税

の場合），②輸出非課税，輸入課税のため輸出企業立

地町村と輸入港所在町村等の間で税収偏在が生じ

る（とくに小売段階委譲の場合）。③売上税がいわゆ

る消費型であるために，立地企業の投資行動によっ

て税収の年度間変動が大きい，等である。 Ebenda,
S.101 f. 
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うになる。

つまり， Bullingerの歳入増加戦略の絶対的，

相対的の区分は歳入面あるいは歳出面に係わる

ものであり，「明白な」もしくは「穏れた」とは

ほぼ短期的あるいは長期的という区分に対応し

ている。そこで「明白な」絶対的歳入増加戦略

では，たとえば使用料の引上げ幅の余地は小さ

いこと等が示されている。しかし，歳入増加戦

略を上記のかんたんなマトリックスで表示した

点以外に，個々の叙述での新味は乏しい。

Bullingerは「限定された行動余地」の結論部

分で「全体として市町村歳入の持続的な改善は

しかし，新たな『市町村財政改革』なしには生

じないであろう」と述べるが，そうであるとす

れば上記のマトリックスは技術的なものであり，

戦略的な改善は連邦，州，市町村の財政関係の

改革に求められねばならない。そのような意味

での戦略については， Bullingerは言及しな

かった。

§116について39)。地方歳入総論の部分に当る

前節に引きつづいて，この節は地方歳入各論の

38) D. Bullinger, C. Die Einnahmensituation und 

Strategien zur Einnahmensteigerung. in; a. a. 

0.,106,...,__,116. 

39) Die Kommunalen Steuern, in; a. a. 0., S.117 

,...,__,z45_ この節は A.Die Grundsteuer (S. 117 

,...,__,127), B. Die Gewerbesteur (S.128,...,__,140), C. Der 
Einkommensteuer-Anteil (S. 141,...,__, 155)および D.

Die kleinen Gemeindesteuern (S. 156,...,__,245)によっ

て構成されている。注 24)および本文で述べられて

いるように，最後者の第 4論文は長大に過ぎ，か

えって論旨不明瞭である。その点，第 l,...,__, 3論文は

本格的な究明をおこなっているとはいいがたいが，

一応の沿革と現行制度の大要とを知ることができ

る。

不動産税を論じた Haverkampは，州が市町村の

税率決定権を規制する法的根拠が不動産税法第 26

条にあることを明らかにしているが，ノルトライ

ン・ヴェストファーレン州ではこの条項に基づいた

「1981予算年度物税税率認可令」がすでに廃止され

たと述べている (Haverkamp,Ebenda, S. 124.)。

第 53巻第 1・2号

うちもっとも基礎的な歳入である地方税を対象

とする。すなわち， A. 不動産税 (F.

Haverkamp), B. 営業税 (G.H. Milbradt), 

C. 市町村所得税参与 (D.Lemz), D. 市町村雑

税 (H-W.Beyer)である。これらのうち，第 4

論文（市町村雑税）が冗漫に流れているのを別

にして，いずれも沿革と現行制度の概略を知る

という目的の限りで手堅い説明をおこなってい

る。なかでも，第 3論文がもっとも知見に富む

ので，ここではこの論文を検討する（執筆者

Lenzは，連邦大蔵省参事官）。

さて，市町村所得税参与の法的基礎は以下の

3法令による。 (1)1969年の財政改革法 (1969

年 5月 12日の基本法第 21次改正法）。 (2)1969

年の市町村財政改革法 (1969年 9月8日の市町

村財政の新秩序に関する法律）。 (3)1969年 11

月26日の 1970年以後の所得税市町村参与の配

分に係わる基準数値算定のための連邦大蔵大臣

営業税を論じた Milbradtは，沿革，現行制度，評

価の順序で要領よく説明を加えつつ，結論部分で営

業税の代替は加算法型付加価値税であろうと予測

しつつ，しかしそれは中期的目標である旨述べてい
る。

ここで，市町村雑税に関する拙著第 5章 I節d'
を補足しておきたい。拙著では土地取得税を市町村

雑税に加えているが，土地取得税は 1982年12月17

日の土地取得税法（連邦法）によって市町村付加税

を禁止され，州固有税であることが明確となった。

これからの税収を租税連合の形で郡および特別市

にどの程度譲与するかは，各州立法に任された。以
上は， H.Thiem, Kommunale Finanzwirtschaft, 

Koln u. s. w. 1984, S. 79. なお，この論評について

は H.Karrenberg, E. Munstermann, 

Gemeindefinanzbericht 1984, in; der st:idtetag, 

Feb. 1984., S. 92 f. が詳しい。これによれば，各州

毎に譲与比率は異なっている（たとえば，バーデン・
ヴュルテンベルク小1、I等は 100%譲与なのに対し，

ヘッセン州等は 57.1%にすぎない）。

市町村雑税からの税収は 1982年で 3億 5,000万

マルクであるが，これは同年の税収合計 (511億 5,

000万マルク）の 0.68%である。主たる内訳は犬税
(1億 7,600万マルク），遊興税 (9,600万マル

ク），狩猟・漁榜税(2,900万マルク），飲料税(2,400

万マルク）等である。 Beyer,Die kleinen Gemein-

desteuern, a. a. 0., S. 157. 
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令。

市町村所得税参与の意義について，Lenzは質

的，量的の 2側面から要約する 40)。質的にみて，

このような市町村の参与は第 1に所得税が連邦，

州の共通税から連邦， J小I'市町村のそれへと拡

大転化したことが基本法に明記されたこと，第

2にこれらの歳入は市町村予算書の性質別分類

の租税（分類番号は 01で，物税 00とその他の

地方税 02の中間）で受入れられるという意味で

交付金ではなく，市町村固有税である点が明確

にされたこと，第 3に営業税がその増収を目的

とした企業誘致を市町村に動機づけたように，

今度は所得税参与が中高所得者のより多くの居

住の方向へ市町村の政策を誘導しがちなこと等

の意義を指摘する。

量的側面からみて，まず参与総額 (1980年以

後所得税収の 15%,79年まで 14%)については

所得税が税収においてダイナミックという点で

もっとも重要な租税であり， 1970年代の度重な

る減税の影響にもかかわらず絶対額で絶えず増

加し，他方で営業税で減税措置が取られたため

に，所得税市町村参与からの歳入の意義は市町

村の税収のなかで高まり続けたのであった

(1975年以後，最大の市町村税源）。

ところで，興味深いのは市町村の規模別でみ

た市町村所得税参与の状況である41)。Lenzによ

れば， 1982年で住民数 3,000人以下では 1人当

り所得税参与額は 265.95マルク(=100)であっ

たが，これは市町村規模が大きくなるにつれて

上昇し，住民数 50万人超では 447.39マルク（＝

168)になる。営業税の場合，この格差は 100対

344であるから，所得税参与はその分与基準の

40) Lentz, D. Der Einkommensteuer, a. a. 0., S. 142 
f. 

41) Ebenda, S. 143. 

もたらす効果によって相対的に住民 1人当り額

でみた格差と税収偏在とを調整している。また，

所得税参与額の市町村税収に占める比率では市

町村合計の 45.3%(1982年）に対して， 3,000

人以下の市町村では 56.5%,逆に 50万人超の

都市では 39.2%というように，小規模市町村の

税収強化に寄与していることが明白である。以

上とは局面が異なるが，市町村所得税参与は各

1-1、I毎に所得税収の 15%(1980年以後）を分与す

るので，各州の所得税収 15%相当額の住民 1人

当り額は小卜I毎に異ならざるをえない。これを

1982年についてみると，広域朴I(8小ト[)平均で

は372.31マルク(=100)であるが，最大のバー

デンヴュルテンベルク州 (413.94マルク =lll)

と最小のザールラント州 (284.14マルク =76)

との間にはかなり格差がある。つまり，人口規

模が同一であっても所属州が異なるにつれて，

市町村は異なる参与額を受取ることになる。

Lenzは以上に続けて配分時期，配分方法等の

技術的説明をおこなった後，市町村所得税参与

のもっとも興味ある局面である配分状況の説明

に移る 42)。所得税収の参与比率の決定は市町村

共通の関心事であるが，一旦この法定がなされ

た後は市町村は，より有利な配分をめぐる競争

に移行する。個々の市町村からみた有利，不利

は以下の 2条件の如何にかかっている。 (1)給

与所得税および査定所得税に関する連邦統計。

(2)最高限度額。

(1) について。配分基準である基準数値の算

定は給与所得税および査定所得税に関する連邦

統計（以下，連邦所得税統計と略）に基づくの

であるが，この統計調査はさらに 1966年 12月

6日の租税統計法によっていて， 1965年以来 3

42) Ebenda, S. 145. 拙著第 2章，第 3章，第 5章の

該当部分を参照。
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年間隔で実施されている。これは基準数値の改

正が 3年毎におこなわれ，かつ 3年間変化しな

いことを意味する。さらに，連邦所得税統計は

調査年の 5年後に利用可能となるので，たとえ

ば 1977年の統計は 1982年から基準数値の算定

に用いられ，その数値が 3年間，つまり 1984年

まで有効となる。したがって，最大で 7年間の

タイム・ラグが生じる。

このような事情は，人口の急増とともに所得

税納税額も増大しているような市町村には不利

となる。基準数値を実態に近づけるには，連邦

所得税統計の作成を毎年おこなわなければなら

ないが，これは経常的な歳出増加となるという

理由で実施される見込はない。

(2) について。基準数値は，前記の連邦所得

税統計が示す課税所得の一定の限度額以下につ

いて算定された。それ故，限度額を超える課税

所得部分の存在は基準数値に反映されないこと

となり，個々の市町村の課税所得の構成によっ

て限度額の高さないしその変更がさまざまな影

響を引き起こす。

ところで，市町村所得税参与が実施された

1970, 71の両年については，この限度額は独身

者 8,000マルク，夫婦 16,000マルクとし， 1972

年以後はそれぞれ 8万， 16万マルクに，した

がって一挙に 10倍に引き上げるというのが市

町村財政改革法の当初の規定であった。ところ

が， この財政改革法の改正による限度額の変更

は現実には独身者と夫婦についてそれぞれ 16,

000, 32,000マルク (1972,...___,1978年）， 25,000,

5万マルク (1979,...___,84年）， 32,000,64,000マ

ルク (1985年以降 3ヶ年を予定）と推移したの

であった。

この間の事情を， Lenzは以下のように説明し

ている。すなわち，市町村財政改革法は当初新

第 53巻第 1・2号

制度への導入にともなう配分効果を計りかねた

ので，限度額を当時の所得税比例税率の適用限

度額に準じる水準に設定し，所得税参与額の配

分における普遍性を重視したのであった。この

限度額を 3年後に 10倍に引き上げるように予

定したのは，立法者が所得税参与額は各市町村

に所得構成の相違に応じて配分還付されるとい

うように基本法第 106条 5項の規定を解釈して

いたことになる。限度額が充分に高くなれば，

所得税参与額の配分は所得税収の 15%をそれ

ぞれの市町村に還付することと同義となり，市

町村間の再配分効果は失われることになる。こ

のような限度額の大幅引き上げが当初に予定さ

れた理由のひとつは，基本法が市町村の所得税

参与について税率決定権の行使を許容する内容

となっているため，これが行使されるような場

合，限度額超の課税所得部分は市町村の税率決

定の対象とならず，課税の垂直的公平が阻害さ

れる恐れが生じるからであった， という。

しかし，議会の審議過程で限度額を低く設定

することによる市町村間の税収再配分効果を重

視する意見が強まり，結局市町村規模別の再配

分に関するモデル計算の結果をみて決定するよ

うに保留された。予想されたように， 1971年に

提出されたモデル計算は，法が当初予定してい

たような大幅な限度額引上げはすでに財政力の

強力な市町村に追加的財源を提供し，他方で 20

万人超の大都市は概して変化がなく，不況下の

ルール地方の財政力弱体の大都市には著しい財

源の削減となるという予測を示していた。こう

して， 1972年の法改正による限度額引上は 10

倍ではなく， 2倍に留まったのである。

このような限度額の引上問題は市町村間の利

害対立を反映しながら，一方では基本法の市町

村所得税参与の規定（第 105条 5項）の解釈を
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めぐる法的紛争に発展し，他方では 3年毎に統

計的基礎が変更され，モデル計算も変わるため

限度額の高さも改めて問題とならざるをえな

かった。 1974年の連邦所得税統計が 1979年に

利用可能となった時，この限度額は市町村財政

改革法の第 2次改正によって独身者，夫婦それ

ぞれについて 25,000, 5万マルクに引上げられ

た。 3年後の 1982年に 1977年の連邦所得税統

計の利用が可能となったが，この時は事態が紛

糾した。連邦政府は限度額をそれぞれ 32,000,

64,000マルクに引上げる旨の第 3次の法改正

案を提出したが，連邦参議院で否決され，連邦

議会でも採決に至らなかったからである。連邦

政府のこの提案はさらに 3年後の 1985年から

1980年の連邦所得税統計に基づくことになっ

た時点で，ょうやく実現することになった (1984

年 12月 20日の第 3次法改正）。なお， 1982年に

統計基礎の変更にもかかわらず限度額が維持さ

れた件で，多くの大都市が提議した連邦憲法裁

判所での法律紛争は未決着であるという。

さて，以上のような配分をめぐる紛争は，モ

デル計算の評価をめぐって生じる。モデル計算

は連邦議会ないし連邦参議院の決議等によって

政府にその作成がその都度要求される。 Lenz

は， 1979年からの統計的基礎の切替えにあたっ

て 1978年 12月になされたモデル計算をめぐる

動きを紹介しているが，計算それ自体は連邦所

得統計の特別調査という形で各朴l統計局によっ

てなされ，これを連邦統計局が集成するという。

この時，モデルは限度額の段階的変化にとも

なって市町村の人口規模別および財政力別の所

得税参与の配分額の得失状況を明らかにする形

でおこなわれる。

問題は，その分析と評価である。これにあたっ

て Lenzは，分析と評価の基準となる目標の設

定が不可欠として，以下のような連邦大蔵省の

目標を掲げる。 (1)市町村の所得税参与の分配

額は基本法の規定（第 106条 5項）により「住

民の所得税給付の基礎に基づく」べきこと。 (2)

同一規模で財政力が弱体ないし強力というがご

とき市町村の租税力格差は縮小されるべきこと。

(3)他方，規模の異なる市町村間での租税力格

差は認められるべきであること。

3目標が一部相互に矛盾し，それ故妥協が重

要なことを Lenz自身も認めるが，これらに照

らしてモデル計算に基いた限度額決定の過去の

経験は以下のように評価される。第 1に，前述

のように 1982年からの統計的基礎の切替えに

際して連邦政府は，同時に限度額の引上げを提

案し，連邦参議院の多数派によって否決された

のであったが， Lenzにおれば，この背景には所

得税参与の配分の目標設定をめぐるズレがあっ

たという訳である。つまり，連邦政府は上記の

3目標の妥協的達成という見地にたっていたの

に対し，連邦参議院は租税力が平均以下の市町

村の財源保障という側面をより重視していた。

しかし，この説明に付随して Lenzが挙げて

いる次の事実こそ，連邦政府提案が否決された

真の理由と思われる。すなわち，西ドイツの市

町村を代表する 3全国団体のうち，都市会議は

連邦政府提案に賛成であったが，中小市町村の

利害を代表するとみられる都市・市町村同盟お

よび郡会議は反対であったというのである。後

で述べるように，郡はこの所得税参与の配分の

対象団体ではないにもかかわらず，連邦政府提

案に反対したのであるが，その理由は都市会議

が郡から独立した特別市を主力としているのに

対して，郡は財政面からみて郡を構成する中小

市町村の納付金に決定的に依存しているからで

あろう。いいかえれば，連邦政府提案が否決さ
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れたのは配分目標の不一致というよりむしろ，

その背後にある市町村間の利害対立の反映で

あったように思われる。

第 2に，国土整備計画に基づく市町村の類型

別区分からみて，統計的基礎の切替えあるいは

同時的な限度額引上げの有無のもたらす影響に

ついて， Lenzは2, 3の調査研究を紹介する

が，論評は加えていない。所得税参与の配分は，

国土整備計画にともなう財源保障という，上述

の3目標が必ずしも包摂しているわけでない他

の政策目標とも関連せざるをえない。

第 3に，市町村財政調整との関係である。と

いうのは，市町村財政調整のなかでも基準交付

金は租税力測定値のなかに物税のほかに，この

所得税参与の配分額も算入し，需要額測定値と

の差額について補填をおこなうからである。

もっとも，この点については，算入率の状況等

を考慮に入れた考察が必要であるが，Lenzは基

準交付金によるいわば事後的調整よりも，量的

にはともかく，所得税参与の配分に係わる，ぃ

わば事前的調整という質的側面を市町村はより

重要視していると述べるに留めている。所得税

分与は一応市町村の自主財源（市町村税）であ

るのに対し，州交付金は州の政策意思に依存す

る財源だからである。

最後に，基本法上は可能性が認められながら

具体化されなかったものに，市町村所得税参与

における市町村の税率決定権がある。Lenzは加

算法型の地方付加価値税を提案した 1982年の

大蔵省学術顧問団の『報告』を引用しながら，

間接的に税率決定権に否定的に答えている。っ

まり，税率決定権の導入は第 1に徴税費ならび

に源泉徴収における納税協力事務費の増嵩を招

き，第 2に市町村税収の景気変動性への依存を

強め，第 3に限度額以下の課税所得について税

第 53巻第 1・2号

率決定権が行使される時，所得税の累進構造を

弱体化させる結果となり，第 4に税率決定は限

定された幅のなかでのみ認められるから，市町

村自治が大幅に強化されることにはつながらな

ぃ，という訳である。西ドイツにおける，この問

題をめぐる消極的な現況を伝えるものであろう。

以上のような Lenzの市町村所得税参与論を

もう一度要約することは避けるが，全体として

連邦大蔵省参事官という立場のためか，客観的

記述に努めているのが特徴的である。税源保障

としての意義がすでに定着していることから，

この市町村所得税参与は今後も存続しよう。同

時に，市町村の利害を反映した配分基準に係わ

る紛争も続くであろう。興味深く思われる点は，

このような紛争を回避する 1方法としての税率

決定権の付与は制度の導入時点では考慮された

ものの，現在ではほぼ断念されていること，も

うひとつの可能性は市町村所得税参与の有利，

不利を市町村財政調整において調整し，（市町村

税収プラス基準交付金）の形で財源保障をおこ

なう方法であるが，このような事後的調整は概

念的にも制度的にも西ドイツでは未確立未成熟

であること，の 2点である。

§117について43)。この節は，前節で対象とし

た地方税を除く市町村の自主財源が論究の対象

となっている。すなわち， A.使用料手数料 (D.

Wilke), B. 負担金 (M.Lehmann), C. その

他 (G.Piittner), D. 現物納付(G.Piittner, K. 

Bruhl)である 44)0

43) Gebilhren und Beitrage, sonstige Einnahmen, 
in; a. a. 0., S. 246,---..,302. 

44) 四論文のうち， C(その他の歳入）， D(現物給付）

は小稿で論評を加えることをしていない。内容が乏

しいためであるが（とくに C. その他の歳入）， D.
現物給付は市町村行政における名誉職的な市民の

協力，緊急事態法発動時の市民の義務，街路の除雪

義務，消防等の多くの給付種類を法令上の規定とと

もに数えあげている。
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以上のうち，使用料手数料は経常歳入であり，

負担金は資本歳入に区分される。比率をみると，

1983年度で前者は経常歳入の 24.5%(他は地方

税 38.6%,連邦・州交付金22.7%), 後者は資

本歳入の 8.4%(他は経常剰余繰入金 24.7%, 

連邦・州投資補助 21.9%,地方債 25.1%)であ

る。ちなみに，市町村歳出合計の充当財源の構

成比率では使用料手数料は同じ 1983年度で

20. 7%, 分担金は 2.8%を占めている 45)0 

地方税ほどではないにしても，使用料手数料

や分担金のような，いわゆる受益者負担金的な

歳入が相応の比重を示しているのが西ドイツ市

町村財源の特徴のひとつである。それ故，本節

ではその実体分析が期待される。ところが，本

節は全体として概念的ないし法的側面の記述に

重点が置かれていて，実体分析はむしろ閑却の

ままに留まっているといってよい。

まず， Wilkeは「使用料手数料」論文をその

概念と種類 (I, II), 法的基礎 (III)' 課徴と

金額の決定原則 (IV), 債務関係と法的保護

(V, VI)の順序で考察している 46)。しかし，そ

こで述べられている概念（公共団体の特別の給

付に対する受益者の反対給付）や種類（行政手

数料と施設使用料）等はほぼ周知の事柄であり，

徴収の法的基礎が地方税法等の数多くの法律の

なかに散りばめられていることもあえて立ちい

る必要はないであろう。

やや興味を引くのは，使用料手数料の金額の

決定原則であるが， Wilkeは以下の 3原則を挙

げている。すなわち， (1)経費充足原則， (2)

対価原則， (3)公正な基準と料率の公準47¥

45) H. Karrenberg, E. Munstermann, Gemein-

definanzbericht 1986, Tabelle la, in ; der 

stadtetag, Feb. 1986. 

46) D. Wilke, Gebilhren, in; Hb Komm WuP., a. a. 
0., S. 246,...,_,260. 

4 7) Ebenda, S. 252 f. 

経費充足原則は，いいかえると，行政サーヴィ

スおよび施設に要した費用を上回る使用料手数

料の徴収を不可とするものである。この時，施

設に係わる費用の範囲が問題になるが，多くの

州では地方税法において減価償却費を費用に算

入することを規定している， という。

これに対し対価原則は，公共給付と使用料手

数料との間の合理的な関連を要請するものであ

る。経費充足原則がもっぱら使用料手数料の経

済的合理性に係わるとすれば，対価原則では利

用者の負担能力，社会国家や基本権への配慮の

ような価値的合理性が問題となる。それ故，対

価原則は経費充足原則を排除するものではない

にしても，必ずしも一致しない訳である。

公正な基準と料率の公準は，使用料手数料の

負担配分に係わっている。とくに使用料につい

て，公正な基準を選択することは必ずしも容易

でない。たとえば，上水道はメーターによって

直接的に計測することが可能であるが，街路清

掃は街路に面した家屋・店舗等の間口によって

間接的に計測しなければならない。とくに後者

のような使用料手数料については，基準と負担

の対応の程度をめぐって多くの問題が出てくる

ことになる。料率では，所得状況の加味といっ

た社会的配慮をおこなうかどうかが問題である。

Wilkeは各州の法令や判例を参照しつつ，以

上のように述べるが，とくに第 2'第 3原則は

使用料手数料が市町村の条例に基づくので，広

汎な裁量余地を立法者に許していることになる。

ここから Wilkeは使用料手数料の実体分析に

向うのではなく，前述のようにその徴収の法的

保護等を語っているにすぎない。

48) M. Lehmann, Beit点ge,in; Hb Komm WuP., a. 
a. 0., S. 260---....,279. 
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負担金に関する Lehmannの論文も，ほぼ同

様である 48)。負担金が資本歳出のための資本歳

入であることは前述したが， Lehmannは法的

根拠からこの負担金を 3種類に区分して説明し

ている。

第 1は，連邦建設法に基づくもので，新規開

発地の道路新設負担金である。第 2は，各州の

地方税法に基づくもので，負担金の課徴可能性

が認められている社会資本種類についてである。

これはかなり広範囲で，道路，給水・下排水網

および公営企業施設にわたり，新設のみならず

改良・補修工事についても適用可能である。第

3は，「一般的供給条件」に基づくもので，電

カ，ガス，上水道，地域暖房等が広域的に建設

される場合である。また，事務組合による河川

流域住民に対する洪水予防の堤防工事負担金も

ここに含まれる 49)。

以上にみる限りでは，負担金の適用可能範囲

は相当広いことになるが，これがどの程度実施

されているのかという負担金の実体分析は，.Le-

hmannのこの論文では明白ではない。しかし負

担金は，それがいわば受益の前払いであるとい

う性格もあって，使用料手数料以上に複雑な問

題を引きおこしていることは間違いない。負担

金の根拠や負担配分をめぐって，訴訟等の形を

とった住民との紛争の多発を Lehmannは紹介

＼ しているからである。

Wilkeおよび Lehmannがおこなっているよ

うな概念的，法的考察の限りでは使用料手数料

あるいは負担金は，地方税等とならんで個別的，

孤立的に扱わざるをえないが，見方を変えれば，

それらは地方税，交付金等の基幹的な財源保障

によっても不足する財源を補充する限界的歳入

という性格をもっている。しかしこのような関

49) Ebenda, S. 269 f. 

第 53巻第 1・2号

心からの分析は，すでに指摘したように， §117

の諸論文に基本的に欠けているのである。

(b)財政調整論

§118について50)。本節は，市町村財政調整と

いう，市町村財政のなかでももっとも興味深い

側面を対象としている。執筆者 A.Katzはウル

ム市（バーデン・ヴュルテンベルク州，住民数

約9万8,600人）の第 1市長である。

Katzによる論文の構成をみると，概念

(I)' 目標と装置 (II)' 配分 (III), 基準交付

金(IV)' 特別負担調整(V)' 結語(VI)' となっ

ていて，対象を網羅的に整理する意図がうかが

える。

まず概念 (I)をみると， Katzは市町村財政

調整を「州と市町村（垂直的）および市町村相

互（水平的）の間での副次的，補完的で財政力

ないし特別負担を調整する財政の諸調節

(Finanzregelungen)」と定義する。つまり，事務

配分あるいは税源配分によって全体としての市

町村財政の枠組が決定される局面（広義の財政

調整論）ではなく，市町村毎に異なる個別的な

財政状況を調節する「微調整装置 (Feinin-

strumentariums)」を対象とする訳である 51)0 

そこで次に，このような市町村財政調整の目

標とされているのは市町村の財源保障，財政力

格差の均衡化，国土整備・資源配分，自治強化，

経済成長・安定等であるが，これらの諸目標の

整合的な達成は不可能であるから妥協がおこな

われざるをえない。 Katzによれば，近年の傾向

は財政需要面に配慮した格差の均衡化を進める

方向にあった，という。

50) A. Katz, Der Kommunale Finanzausgleich, in; 

Hb Komm WuP. ,a. a. 0., S. 303,...__,330. 拙著第 3

章III節を参照。

51) Ebenda, S. 305. 

- 88 -



西ドイツ地方財政論の現況 (2)

ところで，現実の財政調整度は「財政菓子」

(Finanzkuchen)をめぐる利害関係者の配分闘

争の結果であって，目標を実現すべく「理念的」

に構成されているのではない。その意味で，市

町村財政調整制度は州と市町村および市町村相

互間にはりめぐらされた，財政資金が奪いあい

のなかで流動する「運河網」である52)。この比喩

は市町村財政調整が曲折にみちた沿革の所産で

あるとともに，利害を複雑に調整する技術の側

面を表現している限りで，卓抜といえよう。

さて Katzは，この市町村財政調整の任務と

して以下の 4項目を挙げる。 (1) 財政・租税力

格差の均衡化。 (2)財政需要に係わる財源保障。

(3) 自治強化。 (4) 国家的な政策目的の促進。

これらの任務の間には調和とならんで軋礫があ

ることは，明らかである。たとえば， Katzは(1)

について格差の均衡化は水平的均等化ではなく，

その縮小を意味するにすぎないと注記している

が，それは (3)の任務からみて望ましいとして

も， (2) の財源保障とは必ずしも一致しない。

(4) は直接的に (3) と衝突するし，国家的な

政策目的自身が相互に矛盾する複数目的から成

るから，これを市町村財政調整のなかにもちこ

むことは制度全体を不安定で動揺的とする。し

かし，これらの点について Katzは立ちいった

言及はおこなっていない。

市町村財政調整の「装置」 (II) については，

Katzは前述の「運河網」を流れる財政資金を総

花的に挙げている 53)。(a)一般交付金。 (b)特

定交付金。 (C) その他の財政調整資金。 (a)

の一般交付金は使途が特定されていない交付金

で基準交付金が大部分を占めるが，これは市町

村財政調整の 4任務のうち (1), (2)および (3)

52) Ebenda, S. 309. 
53) Ebenda, S. 311. 

を同時に達成する。しかし，一般交付金のひと

つである需要交付金は財政困難に陥った市町村

にのみ交付されるので， (3) に反するという。

(b) の特定交付金は使途が一定目的に拘束さ

れているもので，前記の任務の (1)には反する

が， (2) には妥当するものである。しかし特定

交付金のなかでも，いわゆる包括補助金は現実

には一般交付金と変わらないという。特定交付

金の特徴はその種類が多いことであるが， Katz

はそれらを以下の 4種類に整理している。①特

別負担調整。道路整備や学校教育のような包括

目的に対して交付され，道路の延長，生徒数等

を単位として配分される補助金であり，性格上

一般交付金に近い。②委任事務実施委託金。③

移転支出交付金。家賃補助の交付のような場合

で，市町村はいわゆる通り抜け勘定である。④

申請に基づく交付金（狭義の目的交付金）。これ

は前記の任務の (2) もしくは (4) には適合す

るが， (1)および (3)には反するので，しばし

ば「黄金の手綱」と呼ばれる。

(C)のその他の財政調整資金は， (a)およ

び (b) が「運河網」における垂直的調整を意

味していたとすれば，しばしば結果としてでは

あるが市町村間の水平的調整である。①州納付

金。これは州が市町村に対し一定の基準で特定

目的（例：病院運営）または一般目的（例：市

町村財政調整）に関し，納付金を義務づけるも

のである。②市町村納付金。郡，広域事務組合

等に対し，市町村は多くの場合財政力に応じて

納付金を課される。③市町村間納付金。中心都

市の学校施設や交通網の整備に対して，周辺市

町村が納付金の形で参加する場合であるが，財

政調整の意義は小さい。

以上のように，Katzは市町村財政の微調整に

係わる「装置」を広い範囲でとらえるのである
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表 3 市町村に対する州交付金の小M間比較 (1977年）

（単位 1人当りマルク・％）

1 人当り 事務配分調整
計 (C)

朴I 名 市町村税収 後の州交付金

1/ C (順位）(A) （順位） (B) （順位） (A+ B) (順位）

1. ノルトライン・ヴェストファーレン州 722.22 (2) 550.28 (2) 1272.61 (1) 43.2 (6) 

2. バーデン・ヴュルテンベルク州 715.39 (3) 465.40 (7) 1180. 79 (2) 39.4 (7) 

3. ニーダーザクセン州 589.04 (6) 567.48 (1) 1156. 51 (3) 49.1 (1) 

4. ヘッセン州 727.18 (1) 417.54 (8) 1144. 72 (4) 36.5 (8) 

5. バイエルン州 616.85 (4) 485.59 (5) 1102.44 (5) 44.0 (4) 

6. ラインラント・ファルツ州 609.81 (5) 476.18 (6) 1085.99 (6) 43.8 (5) 

7. シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州 567.04 (7) 492.20 (4) 1059.24 (7) 46.5 (3) 

8. ザールラント州 536.36 (8) 502.20 (3) 1038.38 (8) 48.4 (2) 

（注） C=A+Bであるが，若干の不突合がみられる。 (B)は他の州の事務配分をノルトライン・ヴェストファー

レン州と同一に調整し，これに応じて州交付金を各州の制度や係数に基ずきつつ，再算定しているので，も

ちろん仮定的な数値である。算定全体の信頼性についても，確立したものではなく，試算の 1例である。

（出所） Katz, a. a. 0., S. 317 (原資料は Landtag Nordrhein-Westfahlen, Drs. 8/3709, S. 57.). 

が，この装置は基本は共通しながら具体的な細

部は各州毎に比較困難なほどに多様に発展して

いると述べる。

次に，市町村財政調整の装置による配分(III)

の仕組である圧。ここでの重要な問題のひとつ

は，州・市町村間の事務配分や財政調整の装置

が微妙に相違するために市町村財政調整による

州間の調整程度の比較はほとんど不可能視され

てきたことである。

ところが Katzはノルトライン・ヴェスト

ファーレン州大蔵省がW.Scheelに委託して作

54) Ebenda, S. 317 f. ここで掲げられている図 1お

よび2が，注 24)のMi.instermannの書評が言う「盗

用」である。図 1は「市町村財政調整の構造 1984」

で，資料出所は Gemeindefinanzbericht1985 (der 
stadtetag, Feb. 1985.) S. 89. であるが，注記され

ていない。この図は拙稿「西ドイツの政府間財政関

係と補助金」大島通義他編『政府間財政関係の国際

比較』（高橋誠教授還暦記念）有斐閣 1987年（発行

予定）に引用している。

図 2は「市町村財政調整の操作パラメーター」

で，資料出所は K-H.Hansmeyer, Der kommunale 
Finanzausglich als Instrument zur Forderung 
zentraler Orte (in ; Hrsg. von D. Pohmer, Prob-
leme des Finanzausglichs II, Berlin 1980) S. 105. 
であるが，同じく注記されていない。この図は，ゃ

や簡略化した形で，拙著第 3章 (124ページ）に引用

している。

成した興味深い州間比較を一覧表にしている。

表 3が，それである。 1977年についてである

が，州間比較を困難にしていた最も大きな要因

である州・市町村間の事務配分の相違を調整済

であるという。この表によれば，住民 1人当り

の財政調整後の財源額は最下位のザールラント

州の 1,038.38マルク (100.0) に対し最上位の

ノルトライン・ヴェストファーレン州は 1,272.

61マルク (122.6)で，財源保障に 2割程度の格

差がある。財政調整に対する依存度 (B/C)をみ

ると，最低のヘッセン州 (36.5%)から最高の

ニーダーザクセン州 (49.1%) まで分れる。傾

向的には住民 1人当りの税収でみた財政力弱体

州の市町村ほど財政調整への依存度が高いが，

それにもかかわらず財政力弱体朴lの市町村の財

源保障の程度を改善するには限界があるといえ

そうである。

しかし，この表からもたらされる最大の示唆

はやはり西ドイツの市町村財政調整に刻印され

ている連邦主義的な統治構造であろう。表 3は，

州毎に異なる市町村財政調整を同一に調整する

と，今度は配分の程度に差違が現われるという
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ように，市町村財政調整の多様性をあらためて

別の角度から浮彫りにしたといってよい55)0 

西ドイツ市町村財政調整の核心は，基準交付

金 (IV) である。核心とされるのは，この交付

金の配分基礎が需要額測定値と租税力測定値と

の差額とされるように，財政収支の両側面を組

みこんでいる唯一の交付金だからである。この

交付金の創設は 1930年代のポーピッツの努力

に多くを負っているが， Katzの説明は新たな知

見を付加するものではない。

さて，特別負担調整 (V)をKatzは，前述の

特定交付金における単位補助金に加えて基準交

付金の需要額測定値における補正係数を含むも

のとして再定義している 57)。両者はともに包括

的な使途に対する単位補助金の性格をもつから

である。このような特別負担調整は， Katzによ

れば，連邦合計 (1983年）で 14種類であるが，

そのうち道路についてはザールラント州が基準

交付金の補正係数方式を取っているのを除いて

他の 7州は単位補助金方式であり，学校教育で

は前者の補正係数方式が 2州，後者の単位補助

金方式が 6州である。すべての州が採用してい

る特別負担調整はこの 2種類のみで，国土整備，

国境地等に係わる他の特別負担調整は州毎に

様々であり，かつその方式もほぼすべて基準交

55) この点の評価は，微妙に分れるところであろう。

表 3を提出したノルトライン・ヴェストファーレン

州政府の意図は，住民 1人当り税収が同州は高水準

(2位）であるにもかかわらず，州交付金の水準(2

位）も高く，市町村の財源保障に充分考慮を払って

いることを強調するものであったと思われる。しか

し拙著第 1章の西ドイツの政府間財政関係論との

文脈でみると，このような市町村財政調整の多様性

は市町村の合理的で，全国統一的な財源保障の形成

を妨げているという意味で，連邦への集権に対する

州の分権という積極的な意義よりもむしろ，分立主

義的で，州の市町村に対するパターナルな統治を表
現しているように思える。

56) Katz, a. a.O., S. 320 f. 拙著第 3章III節を参照

b.,c. を参照。

57) Ebenda, S. 324. 

付金の補正係数方式である。

道路および学校教育の特別負担調整について，

Katzは州別一覧表（法的根拠，補助単位または

補正係数，調整額等）を作成していて，便利で

ある 58)。例えばノルトライン・ヴェストファーレ

ン州を取ると，学校教育の特別負担調整は州財

政調整法の関係条項によって規定され，経常物

件費調整（基準交付金の増額補正），就学補助（調

整基金からの補助金交付）および学校建設補助

金（補助対象経費の 30,...___,70%)に分かれる。同

じく，同州の道路に係わる特別負担調整は財政

調整法および予算法とに基づいていて，道路維

持費（経常費）と道路建設改良費（資本費）と

の両者について単位補助金方式でおこなわれる。

財政調整法に基づく単位補助金は，特別租税連

合である自動車税収入の 25%を市町村分と郡

分とに分け，市町村については住民基準で，郡

については道路延長，住民数，行政面積の各基

準で配分される。

これらふたつの長い沿革をもつ特別負担調整

に対して， 1970年代に熱心な議論の的となった

のが，中心都市の諸施設のスピル・オーヴァー

効果に係わる中心地補正である。 Katzによれ

ば，これは結局適切な指標を発見することがで

きず，道路等の既存の特別負担調整，目的交付

金，さらには基準交付金の段階補正等で総合し

ておこなわれているとみるほかない， という。

結語(VI)でKatzは，財政調整が限界的な「微

調整装置」であるが故に制度が著しく変動的で

あることを指摘しつつ，事後的調整のみならず

将来を予測した調整要因（人口変動，地域経済

の構造変化等）を組み込まねばならない， とい

つ
> 59) 

゜
58) Ebenda, S. 326 u. 328. 
59) Ebenda, S. 330. 
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Katzのこの論文は，市町村財政調整を網羅的

に整理した点は評価されよう。しかし，注 24)

に記したように資料出所の不明な図表が掲げら

れていること，市町村財政調整が「微調整」で

ある所以のこの制度の細部の問題点に立ちいっ

た論及が乏しいこと，また現行の市町村財政調

整の調整効果の分析，評価に基づく今後の発展

方向への示唆が弱いこと等の諸点も指摘してお

きたい。

(c)郡財政論

§119について。本節は「市町村連合の財政制

度」を対象とする 3論文から成る。 A.郡の財

政 制度 (A.Leidinger)。B.郡納付金 (A.

Gunther)。C.その他の市町村連合の財源調達

(T. Piinder)。このうち，実体的な意義からみて

も本節での論述の分量においても，郡財政に関

する AおよびBの2論文が重要である。郡は市

町村連合として市町村の概念のなかに一括され

ることが多く，拙著でもあえて郡財政を取り出

してその固有の意義を探ることはしていない。

しかし，郡財政はその沿革においても市町村と

の関係においても，独自の意義と問題点とをか

かえている。それ故，ここでは Leidingerおよび

Guntherの両論文に拠りつつ西ドイツ郡財政の

大要を述べて拙著を補足しておきたい。

ところで， Leidingerはノルトライン・ウェス

トファーレン州郡会議の専任理事であって，今

までみた論文と対照的に鮮明に郡の主張を述べ

60) Das Finanzsystem der Gemeindeverbande. 本

節は 3小節よりなるが，最後の郡を除く市町村連合

の財源調達(T.Ptinder, C. Die Finanzierung antler-
er Gemeindeverbande, S. 383"'395)は内容が比較

的簡単な説明に終っており，また個別的で一般化し

がたい領域であるため，ここでは論評しない。

61) A. Leidinger, A. Das Kreisfinanzsystem, in; 
Hb Komm WuP., a. a. 0., S. 331"-'365. 

第 53巻第 1・2号

ている点に特徴がある。論文の構成は，現状の

問題点と改革の方向を打ちだした序論 (I) と

結語 (VI)を別とすると， 1872年 12月のプロイ

セン郡法の制定から 1968/69年の財政改革にお

ける郡の位置を略述した沿革部分(II, III) , 郡

の財源保障 (IV)および郡財政の構造 (V) と

に分かれる 61)。ここでは，便宜的に郡財政の構造

(V) を理解することから始めよう。

この時留意すべき点として Leidingerが挙げ

るのは，第 1に，市町村の場合と同じく郡も事

務配分，歳出の範囲，内容等が州毎に異なるの

で連邦ベースの観察には限界があること，第 2

に，同一州内でも郡の規模，態容（農村的ある

いは都市近郊等）によって相違が大きいこと，

第 3に， 1970年代の地域改革による郡の統廃合

(1968年の 425郡から 1978年の 235郡へ）が

おこなわれ，並行して事務の再配分もおこなわ

れたので統計上の不連続が生じたこと，の 3点

である 62)。以上に留意しつつ，郡財政の位置をみ

ると表 4のようになる。

市町村等の歳出合計を 100.0とすれば， 1982

表 4 特別市，郡所属市町村，郡の歳出構成の推移
（単位 ％・100万マルク）

年 特別市 郡市所町村属 郡 計（ ）は実額

1965 38.7 41.6 14.4 100.0 
(46,788.3) 

1970 37.0 41. 7 15.7 100.0 
(67,783.4) 

1975 32.8 42.4 18.2 100.0 
(124,090.5) 

1980 31.0 45.4 16.8 100.0 
(161,028.1) 

1981 31.1 44.9 17.2 100.0 
(167,980.5) 

1982 30.7 44.6 17.8 100.0 
(171,123.1) 

（出所） Leidinger, a. a. 0., S. 350 
（原資料は StatistischesBundesamt, Fachserie 14) 

62) Ebenda, S. 348 f. 
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表 5 郡歳出の性質別構成比の状況

経常歳出 内 訳 資本歳出 内 訳
年

（）実額 （）実額 市交町村付資本金人件費 一般行政費 市町村交付金 その 他 建設費 その他

1965 100.0 28.3 19.0 19.0 33.6 100.0 61.3 ． 38.7 
(4,709.0) (2,018.1) 

1970 100.0 33.1 18.2 18.7 30.0 100.0 63.3 ． 36.7 
(7,596.7) (3,020.5) 

1975 100.0 35.3 22.5 7.5 34.7 100.0 49.8 8.6 41.6 
(76,363.0) (6,266.7) 

1980 100.0 24.4 26.2 11.1 38.3 100.0 53.5 10.7 35.8 
(19,664.2) (7,463.2) 

1981 100.0 24.1 26.7 11.0 38.2 100.0 50.1 10.2 39.7 
(20. 990. 6) (7,925.3) 

1982 100.0 23.0 26.6 11.4 39.0 100.0 47.5 9.5 43.0 
(22,643.2) (7,773.4) 

（注） 1965, 1970年の市町村資本交付金の●印は，現行の複式予算制度への改革以前のため，経常歳出の市町村交
付金に含まれている。

（出所）表 4に同じ。

表 6 郡の目的別歳出の状況 (1982年）
（単位 ％・ 100万マルク）

年
歳出合計

（ ）は実額

内 訳

学校教育 I社会保障 I保健・スポーツ等 I建設・住宅 I交 通 Iその他

1982 
100.0 

(30,416.6) 

（注）原表は1965年以後の 5年毎の時系列を含む。

（出所）表 4に同じ。

18.6 28.9 6.5 3.3 5.6 37.1 

年で郡は 17.8%を占め，その地位は 1970年代

の地方制度の改革後いったん低下したが，ふた

たび上昇しつつある。これに対し，郡と市町村

の機能を同時に担っている特別市は 91市にす

ぎないが，その比率は約 30%を占め，より強力

である。郡所属市町村は約 45%で，もっとも大

きな比率を占めるが，地域改革による統廃合後

も8,418市町村 (1978) を数えることを考える

と，財政規模に格差があること，かつ相対的に

小規模であることがわかる。

次に，郡歳出の性質的別構成比は表 5のよう

になる。経常歳出は人件費および一般行政費で

約 50%となり，これに市町村経常交付金を加え

ると 60%を超える。資本歳出は建設費が漸減し

ながらも約 50%を占め，ここでも市町村資本交

付金が約 10%の比率を占める。つまり，郡は自

らの事務を実施しつつ郡内の市町村の財源保障

の役割をも部分的に果しているのである。郡内

市町村の財源保障がどの程度，市町村連合とし

ての郡の事務であるべきかについては，後述の

ように郡財政の最大の焦点である。

目的別にみた郡の歳出構造は，表 6が示して

いる。これによれば，郡は社会保障および学校

教育に重点があるが，他の分野でも多彩な活動

をおこなっていることが推測される。

これらの歳出を補填する郡の歳入構造は，表

7によって示される。すなわち，郡の歳入の大

宗は連邦・小朴交付金 (1982年で 33.9%) および

市町村納付金（同 32.6%)にあり，両者で約 2/

3 の比率を占める。連邦•小卜1の委任事務の実施団

体であり，かつ市町村の広域事務を引受けると

いう郡の性格が歳入面にも現れている。しかし，
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表 7 郡の歳入構成の状況

内

年 歳入よ合実計
(H 額

郡 税 使用数料・ 郡納付金
手料

1965 
100.0 

3.6 9.7 (6,826.3) 

1970 100.0 3.6 14.6 (10,639.0) 

1975 
100.0 

2.4 17.2 
(22,799.4) 

1980 100.0 3.1 6.9 (26,807.8) 

1981 
100.0 

2.9 6.6 (28,524.9) 

1982 
100.0 

2.6 6.7 (30,185.8) 

（出所）表 4に同じ。

郡の自主財源である郡税がわずかに 2.6%

(1982)の比率にすぎないということは，郡の

利害からみれば，その安定性が常に財源面から

脅かされるという意味で由々しい問題に映るこ

とになる。

歳入面での郡のこのような依存的性格は，沿

革的には 1930年代末のポーピッツの財政調整

に係わる一連の改革のなかで確立した。戦後の

諸改革においても，郡財源に関するかぎり，本

質的な改革はなされなかった。郡固有税として

は，市町村雑税のひとつである狩猟・漁労税が

数えられるにすぎない。郡税収の大部分 (1982

年で 95.7%)は，小卜1税である土地取得税の郡へ

の譲与からもたらされている。

使用料・手数料は 1980年に至って比率をそれ

以前と不連続に低下させているが，それは 1978

年に病院事業にともなう使用料等収入の区分が

変更され，統計上，郡に帰属しないようになっ

六:力>らだという。

前述のように，ポーピッツの財政調整改革は

J州の郡交付金および市町村の郡納付金に依存す

る郡財政の構造を創出したのであるが，この郡

27.3 

24.1 

26.4 

32.4 

31.9 

32.6 

（単位： %, 100万マルク）

訳

連邦・州交付金
郡 債 その他

計 一般交付金

37.5 17.7 4.4 17.5 

36.2 17.1 5.6 16.9 

30.4 13.3 6.7 16.9 

35.8 19.0 4.6 17.2 

34.4 18.8 6.9 17.2 

33.9 18.2 7.8 16.4 

交付金と郡納付金とはある意味でメダルの表裏

の関係にある。というのは，郡交付金の中核は

州からの基準交付金であるが，郡納付金も市町

村の租税力測定値および基準交付金の合計額に

基づいて納付されるからである。両者は，基準

交付金の枠組のなかにある。

その交付もしくは納付方法は後述するが，郡

交付金の内訳を 1982年でみると，特定交付金

46.5%, 一般交付金 53.5%である（基準交付金

38.9%, 需要交付金 0.5%,その他の一般交付金

14 .1%)。

表 7でみたように，市町村による郡納付金は

1982年で，郡交付金合計よりも若千上回る比率

を占めるが，一般交付金との比較ではおよそ 1.

8倍になる。郡は税収入をほとんど欠いている

から，郡の一般財源の調達に占める市町村の意

義は大きい。しかし逆に，郡の財源調達は所属

市町村の財政力に制約されることにもなる訳で

ある。

郡債は資本支出の財源にのみ充当されるが，

1982年は歳入合計に対する依存度で郡は 7.8%

であった（表 7)。これを資本市場での公募調達
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分のみに限定すると 7.5%であるが，特別市は

10.1%, 郡を含む市町村計では 8.2%なので，郡

の地方債依存度は， Leidingerの見解とはやや

異って，むしろ低いといえよう 63)0 

その他の歳入の比率は 1982年で 16.4%であ

るが，・その内容は雑多で，貸付金回収• 利子収

入，委任事務の社会扶助支払交付金，公営企業

繰入金，積立金取りくずし等から成るという。

以上が，郡財政の大要であるが，そのもっと

も大きな特徴は郡の財源保障の中核である郡基

準交付金および郡納付金であろう。そこで，以

下ではこの 2種類の交付金について述べ，最後

に郡の財源保障の評価と改革について触れるこ

とにしょう。

郡基準交付金の法的根拠は，市町村と同じく

基本法第 106条 7項および第 106条 3項にあり，

やはり具体的には各州の財政調整法に拠ってい

る64)。州財政調整法は需要交付金，目的交付金等

についても規定するが，これをノルトライン・

ヴェストファーレン州の 1984年の郡基準交付

金についてみると，まず郡需要額測定値は郡実

人口に補正生徒数を加え，これに基礎額を乗じ

たものである。生徒数の補正方法は市町村と同

ーである。次に，市町村の租税力測定値に相当

するのは郡の納付力測定値で，これは郡に所属

する市町村の租税力測定値と基準交付金額との

合計の 30%とされている。

需要額測定値と納付力測定値との差額につい

て郡基準交付金は原則として 1/2を補填するが，

さらに需要額測定値の 90%に達するまで増額

される。以上の方法は，市町村の基準交付金の

場合とほとんど変わらない。

63) Ebenda, S. 361. 

64) Ebenda, S. 342 f. S. 345. 以下に，各州別に郡に対

する州財政調整法の調整規定が略述されている。

郡納付金については， Guntherが別稿を起し，

沿革 (I)' 納付方法 (II)' 調整効果 (III), 1小I

の監督(IV)の順序で説明している 65)。郡納付金

の沿革 (I)は古く， 1872年のプロイセン郡条

例は郡税の他に，市町村に対し郡納付金の義務

を課し，その調達について市町村税付加税ある

いは市町村の固有財源に基づく納付金のいずれ

かの選択を認めたことに端を発している66)。こ

れは 1906年に，郡納付金方式に一本化された。

ワイマル期には，この郡納付金の法的根拠が従

来の郡・管区公課法から財政調整法に変更され，

郡納付金は郡内住民に対する間接公課というよ

りも市町村の郡に対する納付金という性格を強

めることになった。

1938年の財政調整改革はこの傾向の延長上

にあるが，同時に郡納付金に明快な基準を与え

た。つまり，郡納付金の基礎は市町村税（物税

および公民税）の租税力基準額の定率としたの

である。この時すでに，この基準を市町村財政

調整における租税力測定値および基準交付金に

変更することが予定されていたが，それは 1941

年の法改正によって実現した。この結果，課税

標準の単なる変形にすぎない租税力基準額が市

町村の実税収を反映していたのに対し，租税力

測定値および基準交付金の合計は実税収の均衡

化後の財政力に基づいているという意味で郡納

付金の公課的性格を消滅させ，市町村の郡に対

する納付金としての性格を完成させたといえよ

う。他方で郡は従来の分与税付加税権をも大幅

に整理され，これ以後郡税収は郡歳入に占める

意義を今日までほとんど失うに至るのである。

第 2次大戦後も，郡の財源保障は各州とも大

65) A. Gunther, B. Die Kreisumlage, in ; HbKomm 

WuP., a. a. 0., S. 366,--.....,382. 

66) Ebenda, S. 366 f. 
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戦前に確立したこの方式を基本的に継承したも

のである。しかし， Guntherによれば，大戦後

の郡の事務拡大あるいは経費の増加は所属市町

村の郡納付金負担の増徴につながらざるをえず，

そのために市町村との軋礫が大きくなっている

ので，郡はふたたび自主財源を導入する要求を

強めているという。

次に，現在の納付方法 (II) をみておこう 67)0

郡納付金の法的根拠は，基本法第 28条 2項，各

小l'I郡条例および財政調整法にあるとされる。郡

納付金の基礎は，市町村財政調整に用いられる

租税力測定値および基準交付金の合計値である。

しかし，各州に共通するのはこの基本の方法の

みであって，測定値に係わる係数等の細部は各

小什毎に異なっている。

むしろ，問題は納付金率の決定にある。郡納

付金は，郡歳出の財源補填にあたって最後の調

整手段とされ，調整不足額の大小はそのまま納

付金率の高低となって市町村の負担に転嫁され

る。それ故，市町村との利害の衝突が起らざる

をえないが，それはさらに郡の歳出の背後にあ

る財政需要，したがって郡事務の質と量の評価

の如何に帰着する。ところが，郡事務の範囲の

限界は流動的で変化するし，さらに事務範囲が

限界づけられたとしてもそれらをいっ，どんな

方法で実施するかによって，郡の財政需要も異

なってくる。

このなかでとくに問題視されているのは，所

属市町村に対する郡の財源保障である。これに

は，郡内の行政力弱体町村に対する助言，行政

指導から郡補助金の交付まで含まれ，郡補助金

も非体系的で散発的なものから一定の計画策定

に基づくものまである。前文の後半部分のよう

な郡の積極的な介入は，非難と正当化という相

67) Ebenda, S. 368 f. 

第 53巻第 1・2号

反する主張を市町村の間に同時に引起こす。

非難というのは，郡機能の拡大は所属市町村

の郡納付金負担を高めざるをえないからであり，

正当化というのは，所属市町村の間で行政力，

財政力の格差がなお存在し，郡による助力を必

要としている実態を否定しきれないからである。

これは，基本法あるいは郡条例等における郡の

任務規定の解釈の問題でもある。ともかく，郡

の所属市町村に対する財源保障事務の方法と程

度については郡に裁量の余地，したがって郡納

付金率の決定余地が残されている。

ともかく，納付金率の引上げ傾向が市町村の

1部分に強い不満を生んでいるのはまちがいな

いが， Gi.intherによれば，納付金率に係わる訴

訟はすべて判決ではその合法性を今までのとこ

ろ支持されているという。この時の議論の要点

は，納付金率が郡に所属する市町村の自治権を

侵害しない限界はどこかという点にある。これ

を市町村固有財源の 50%とみなす議論を紹介

しつつ， Gi.intherはこの 50%基準論が州による

市町村の財源保障あるいは経済環境の変動のよ

うな動態要因を捨象した静態論ではないかどう

か， という疑問を提示している 68)0 

このように，納付金は市町村の財源を削減す

る一方，郡の事務実施は郡内市町村に行政・財

政効果を波及させる。つまり，その調達と支出

の両面を通じて財政調整効果が生まれる。しか

し，これはその程度の把握が正確には困難なこ

ともあって， Gi.intherは調整効果を疑問視して

いる 69)。また，同じ理由から，郡行政による受益

の大小に応じて郡内の市町村間で納付金率に差

別を設けることも，ノルトライン・ヴェスト

ファーレン州，ヘッセン州で法令上許されては

68) Ebenda, S. 375 u. 376. 
69) Ebenda, S. 377 f. 
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いるが，実質的には余り機能していない状況に

ある。

さて最後に，ここでもう一度 Leidinger論文

にたちかえり，その序論と結語から，郡行政関

係者からみた郡財政の問題と改革の方向を検討

しておこう 70)』|、Iとの関係でみると，西ドイツの

地方制度は原則として郡および市町村からなる

2層制であるが，特別市は郡と市町村の機能を

兼ねているので 1層制ということができる。郡

は市町村と同じく基本法第 28条によって自治

権を保障され，郡議会をもつ。したがって，郡

が委任事務をいわば「強制」予算によって執行

するのみの団体に止まるならば，基本法におけ

る自治団体としての保障は空虚なものとなる，

とLeidingerは主張する 71)0 

他方，同等な自治団体としての郡と市町村と

の間には補完関係と同時に競合関係も生まれざ

るをえず，かつ後者をアプリオリに調整するこ

とは不可能である。この典型的な場合が，納付

金負担である。つまり，郡が広域的で自治的な

事務として郡内市町村に対する行政的，財政的

な補完機能を高めることは，現状では納付金率

の引上げとならざるをえない。ところが，市町

村の側ではこれを郡による財源の圧迫であり，

自治権への介入であると受取ることになる。し

かし，この逆の関係は郡の自治権の空文化とな

りかねない。

このような堂堂巡りの窮状の大きな原因は，

Leidingerによれば，郡交付金が本来は補完的

で限界的な歳入調達手段と考えられていたにも

かかわらず，現実にはますます主たる歳入調達

手段となっている点にあった。いいかえれば，

郡納付金が郡では歳入の主柱となり，市町村で

70) Leidinger, a. a. 0., S. 331 f. u. 362 f. 

71) Ebenda, S. 332. 

は歳出の大宗となることにともなう郡と市町村

との「もつれあい (Verflechtung)」関係の進行

である 72)0

このような認識に基づくと，今後の改革の方

向は自ずから明白となる。すなわち，郡歳入の

構造を改善し，）州の一般交付金（基準交付金），

郡税収および郡納付金の三者のバランスを回復

することである。それは具体的には，基準交付

金財源の郡割当分の増額および郡税の本質的な

強化になる。この 2措置のうち，前者ば州の基

準交付金の財源を一定とすれば，郡の有利はそ

のまま市町村の不利となるが，郡納付金の引下

げによってその不利は補填されうる。

焦点はそれ故，郡税の強化の是非あるいはそ

の形態にしぼられる。 Leidingerは，すでにおこ

なわれたいくつかの提案を引用しつつ，市町村

とならんで郡の所得税への参与あるいは売上

（付加価値）税への参与がありうることを示唆

する。これらはいずれも基本法改正を必要とす

る。現行法の下でば州税の土地取得税の全額譲

与が可能であり，この措置のみで郡歳入に占め

る税収比率は 1982年で 2.6%から 3.6%に高め

られるという 73)。しかし，郡税の抜本的強化はい

うまでもなく基本法の改正によって郡の共通税

参与を何らかの形で実現する方向である。この

ような方向での郡財政の改革は， 1969年の市町

村財政改革を続行する連邦・小卜1の任務であると，

Leidingerは結んでいる。

以上，やや詳細に郡財政および郡納付金につ

いて述べてきた。 Guntherが郡納付金を客観的

に説明することに努めているのに対し， Leidin-

gerは郡財政の現状を述べるに止まらず，その

72) Ebenda, passim. 
73) Ebenda, S. 365. 
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主張をも前面におし出している。両論文とも，

市町村財政一般に解消しきれない郡財政の独自

性を把握する上で有益である。

郡財政の意義あるいは改革の方向について論

評を加えることは難しいが，要点は 2層制の地

方制度のなかで郡に適切な財源保障をおこなう

ことにある。市町村財政調整によって市町村の

財政力を均衡化し，この基礎の上に郡財政を基

づかしめるというポーピッツの財源保障は，体

系的かつ安定的であった。住民に近接した市町

村に財源を集中し，郡は財政的に市町村連合の

性格をもつという構成は，自治と行政力との均

衝を取るという意味で卓抜であった。しかし，

郡の現代的な発展のなかで郡税収をふたたび強

化する必要が唱えられるに至っているのである。

このような要求が，郡関係者の復古的ノスタ

ルジアないし全体的観点を欠いた個別利害の表

明以上のものであるか否かは速断しがたい。共

通税は，売上（付加価値）税，法人税について

は連邦と州とが参与し，所得税，営業税は連邦，

州および郡を除く市町村が参与しているが，こ

第 53 巻第 1• 2号

れに何らかの形で郡を加えることは郡財源を強

化し，郡の歳入構成のバランスを取る上では好

ましいが，それと引きかえに共通税制度はいっ

そう複雑化し，共通税の配分をめぐる利害調整

はいっそう困難の度を増す。市町村は，一般的

には共通税に参与する新たなパートナーの出現

を好まないであろうが，市町村の内部でも特別

市と郡所属市町村，大中規模の中心都市と弱体

町村等の間で微妙な利害関心の相違があるはず

である 74)。結局すべては，将来おこなわれるべき

財政改革の全体構図の如何に依存するというほ

かはない（未完）。

(1987年 2月20日稿）

74) ドイツ都市会議が郡の共通税参与に強硬に反対

している。現行の郡納付金は毎年の納付金率の決定

に郡所属の市町村が参加するので，郡の財政統制に

有効な役割を果たし，かつ郡の財源保障もなされて

いるという。基本的に，ポーピッツ的な制度を維持

することが望ましいとする訳である。しかし，郡会

議も共通税参与のキャンペーンを活発におこなっ

ているようである。以上は， Karrenbergu. Mtin-
stermann, Gemeindefinanzbericht 1985, a. a. 0., 
S. 109,..,_,lll. による。
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