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1，はじめに

本論文の目的は，フランスの都市公共交通
の財源制度である交通負担金（Versement 
Transport）制度の実態と政策的含意を明ら
かにすることである．世界で多くの都市公共
交通に関する補助金制度が創設されている中
でも，フランス交通負担金制度はきわだった
特徴を持っており，正確な実態の解明は学問
的にも非常に示唆が多い．
日本においてフランス交通負担金制度は，

LRTを実現させた税として紹介されること
が多い．フランスの都市交通政策に関する専
門書の嚆矢となった望月（2001） １）を始めと
して，西村・服部（2000） ２），宇都宮（2003）
３），宇都宮・服部（2010） ４）などである．経
済学者による紹介５）としては，宇沢（2001） ６），
神野（2003） ７）があり，これらも LRTの財
源としての側面に着目している．LRTは環
境にやさしい乗り物として注目されており，
この観点から LRTについて分析した青山・
小谷編（2008） ８）においても交通負担金制度
が紹介されている．ただし，交通負担金制度
それ自体を対象とした研究は限られている．
最も重要な貢献は交通負担金制度の導入の経
緯や改変の展開をまとめ上げた氏岡（1997）９）
であり，交通負担金制度研究の基本的な文献
となった．しかし，氏岡論文が執筆されたの
は 1997 年であり，扱っている内容はミッテ
ラン政権期までのものである．氏岡の研究を
引き継ぎ発展させた板谷（2001）10）では，交
通財源の日仏比較を行い，日本での導入可能
性をシミュレートした．板谷（2005）11）では，
都市圏交通計画（PDU）を実現させる財源
制度という観点で交通負担金制度を分析し

た．板谷の研究は総合性と実践性に優れるが，
環境政策面の分析・評価が少ない．川勝（2012）
12）は，交通負担金を地方環境税として捉える
という新たな視点を示した．ただし，川勝論
文では制度の歴史的な変化には触れられてい
ないため，交通負担金が環境の税という性格
を帯びるようになった経緯は明らかにされて
いない．　先行研究でカバーしきれていない
点として以下のことが挙げられる．第一に，
氏岡論文が出された後の交通負担金制度の変
遷史である．特に，シラク・サルコジ政権下
において交通政策が環境重視に転換し，交通
負担金制度も環境の税制としての性格をおび
る形に変化した点である．川勝論文及び青山・
小谷らが提示した，環境にやさしい公共交通
のための税という性格を明らかにするために
は，シラク・サルコジ政権下で行われた環境
重視の交通制度改革を明らかにする必要があ
る．第二は，交通負担金の法制度面の分析で
ある．交通負担金制度は法制度上特殊な仕組
みを採用しているため，既存研究では税なの
かという解釈の問題が発生している．制度を
正確に解釈するためには，いかなる根拠法に
よっていかに定義されているのかを明確にす
る必要がある．そこで本論文では，上記の二
点を解明することに特に留意し，フランス交
通負担金制度から得られる政策的含意は何か
ということを明らかにする．

2，フランスの都市交通財政と交通負担金制度

フランス交通政策 13）の目的は，交通法典
（Code des Transports）にて交通権の保障と
環境保護が重要なミッションであると定めら
れている．公共交通事業は，営利事業ではな
く社会的な事業と見なされる．そのため，フ
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ランスの公共交通は衡平性を満たすグリーン
な料金制度として低運賃政策を採用してお
り，補助金は毎年恒常的に交付される 14）．
フランスの都市公共交通財政の規模は，約
140 億ユーロ（2010 年）である．料金収入は
約 3割強に過ぎず，2/3 は地方自治体の財源
からまかなわれている（図 1）．10 年間同じ
割合を保っており，補助金は恒常的な制度と
なっている．交通負担金は約 4割を占め，最
大の財源となっている．
交通負担金制度（Versement Transport）は，

都市自治体が域内の事業所（企業および公的
機関・学校や病院などの公益法人）に対して，
従業員の給与を課税ベースとして都市公共交
通の財源を課税する地方税制度である．負担
するのは雇用主であり，従業員の給与に課税
されるわけではない．根拠法（地方公共団体
基本法典）における正式名称は Versement 
destiné aux transports en commun（公共交通
に充当される負担金）であるが，公文書（例
えば ACOSSの公的通告）を含めて Versement 
Transportを用いるのが一般的である．交通
負担金は事実上の法定目的税であり，定めら
れた条件の範囲内で，自治体が自らの裁量で
徴税するか否か，および税率の決定を行うこ
とができる．

3，フランス交通負担金の法制上の規定

3-1　交通負担金の定義
本論文で用いる「交通負担金」の語彙は，

Versement Transportの直訳である（望月，板
谷が用いている 16））．日本語の論文では，交通
税の訳語を使用するケースも多い（氏岡，宇沢，
神野，川勝が用いている 17））．フランスの官公
庁や研究者は，Versement Transportの英語の
訳語に Transport Taxを用いており 18），交通
税と訳すのも間違いとはいえない．訳に関し
ては，租税や公租公課に関するフランス語と
日本語の語彙の差を考慮する必要がある．租
税を表す語彙の代表格は Impôtであり，税の
基本法である租税基本法典（Code Général 
des Impôts）の名称に使われ，Impôt sur le 
revenu（所得税）など多くの税の名称に使わ
れる．Taxe sur la Valeur Ajoutée（TVA，付
加価値税）で使われる Taxeは間接税を指す
語彙である．Droitは，Droit de douane（関税）
などで使われる．Contributionが税全般をさ
す行政用語として使われる．フランスの公租
公課の中で，Versementの語彙を使うのは交
通負担金だけである．
交通負担金は厳密な意味では税ではない．
租税法で定義されておらず，徴税が税務署の

図 1　フランスの交通財政（全国合計）15）
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管轄外となり，徴収業務を社会保険機構が行
うからである．この特徴があるため，わざわ
ざ Versementの語彙を用いているのである．
つまり，法的には交通負担金は公租公課のう
ち公課に区分される受益者負担金の一種であ
るという位置づけである．
一方で，フランスの官公庁や研究者は，英
語訳に Transport Taxの語彙を用いている，
すなわち対外的には「交通負担金制度は税で
ある」と説明している．交通負担金は，地方
公共団体一般法典において規定された制度で
あり，実際の運用上は地方法定目的税として
機能している．つまり，法的な定義や徴収シ
ステムという観点では「税ではない」のであ
るが，実際の財政システムにおける働きで言
えば，「事実上の地方法定目的税である」と
いう性質を持つのである．
交通学の研究上においては，第一に交通負
担金を税として扱わないと他国の財源制度と
比較 19）するうえで不便であり，第二に受益
者負担金制度と解釈してしまうと交通に関連
する他の受益者負担金制度（たとえば開発者
負担金制度）と紛らわしいというデメリット
が生じる．租税法に規定されない，税務署で
はなく社会保険機構が徴収する，という点は
あくまでフランス国内の行政手続き上の特徴
であり，都市交通財源制度の国際比較を行う
上ではあまり重要な論点ではない．国際比較
を行う上では，企業に従業員の給与をベース
として課税する法定目的税であるという点が
重要な争点となる．それゆえ，交通学として
の位置づけは，「交通負担金制度は事実上の
地方法定目的税である」と定義するのが最適
である．本論文では名称としては制度名の直
訳である「交通負担金」の訳語を採用する．
上記の国際的な研究上の利便性を考慮して，
基本的には事実上の税として扱い，課税や課
税ベースなどの語彙を用いる．ただし，主語
が社会保険機構（URSSAF，ACOSS）とな
る文章においては，実態にあわせて「徴収」
などの語彙を用いるものとする．

3-2　根拠法
交通法典では第 L1221-13 条にて規定され

ている．ただし，この規定では，地方公共
団体基本法典（CGCT，Code Général des 
Collectivités Territoriales）の当該条文を指
定しているだけである．交通負担金の根拠
法は CGCTであると言える．イル・ド・フ
ランス地域圏の交通負担金制度に関しては
第 L2531-2 条から第 L2531-7 条において，
地方都市は第 L2333-64 条から第 L2333-71
条および第 L5722-7 条・第 5722-7-1 条でそ
れぞれ規定されている．交通負担金制度創
設時の根拠法は，「パリ地域の交通負担金に
関する1971年 7月 12日第71-559号法」と「地
方都市の交通負担金に関する 1973 年 7 月 11
日第 73-640 号法」であり，1977 年にコミュ
ーン法典（Code des Communes）が成立す
ると基本的な項目はこちらに移行 20）し，
1996 年に CGCTが制定されると交通負担金
の根拠法は実質 CGCTに移行した．
交通負担金制度は，CGCTの「租税基本法
典（Code Général des Impôts）では規定さ
れない，コミューンが徴収可能な間接税，手
数料，負担金制度」の項目で規定されており，
一般的な租税体系の枠外にある特別な地方税
（正確に言えば，地方自治体が特別に賦課で
きる負担金）という扱いを受けている．

3-3　交通負担金の課税権を持つ地方公共団体
地方都市においては，コミューンが徴収で
きる税や負担金の項目に記載されている
（CGCT 第 L2333-64 条）．都市交通政策は，
複数のコミューンで構成される都市交通圏域
（PTU，Périmètre de Transport Urbain）と
いうエリアを単位として実施される（PTUは，
交通法典第 L1231-3 条から第 L1231-9 条で規
定）．交通負担金の課税対象は一つの PTU内
に含まれる全てのコミューンとなり，PTU
を統括する交通政策を管轄する広域行政体
（AO，Autorité Organisatrice de transport 
urbain）が課税する 21）．また，複数の AOに
またがる広域の都市交通を管轄する AOを設
置した場合，追加的交通負担金（Versement 
Transport Additionnel，VTA）を課税できる．
GCT 第 L5722-7 条，第 L5777-7-1 条）．追加
的交通負担金は，大広域交通政策組合（SRU
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混合組合，SRU，Loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains，都市再生・連帯法，
で定められている）を設置した場合に徴収で
きる．
パリ首都圏（イル・ド・フランス地域圏）
では，イル・ド・フランス地域圏政府とパリ
市（県を兼ねる），周辺 7県が設置した広域
行政体である STIF（イル・ド・フランス交
通政策局）が課税すると定められている
（CGCT 第 L2531-2 条，第 L2531-4 条）．同条
文はコミューンが課税できる負担金の部に記
載されているが，課税権を持つのは STIFで
あると明記されている．なので，パリ首都圏
においては，県の資格を持つパリ市を除いて，
コミューンは交通負担金の課税権を持たな
い．

3-4　交通負担金の徴収者
交通負担金の徴収業務は，社会保険機構が
行うものとして，CGCT第 L2333-69 条（地方
都市），第 L2531-6 条（イル・ド・フランス地
域圏）にて規定されている．このため，交通
負担金は税務署の管轄外となる 22）．各地の交
通負担金の徴収業務を行うのは，URSSAF（社
会保険料・家族手当金徴収組合，Unions de 
Recouvrement des cotisations de Sécurité 
Sociale et d’ Allocations Familiales）である．
フランスでは，企業や個人が取引を行う際に，
報酬や給与を受け取る者の URSSAFの番号
を控えて申告しなければならない仕組みにな
っている（URSSAFに申告しない取引や雇
用は不正行為とされる）23）．CGCT第 L2333-
69 条，第 L2531-7 条にて，徴収業務に係る
費用をカバーするため，交通負担金収入の一
部を URSSAFが手数料として徴収できるこ
とが規定されている 24）．
交通負担金の徴収を監督するのが，URSSAF
の統括組織である ACOSS（社会保険組織中
央機構，Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité Sociale． 国 の 機 関 で あ り，
URSSAFの統括組織であるとともに社会保
険料の公庫を預かる機関である）である．
AOが交通負担金徴収の改変（新設，税率改定，

PTUの拡張や合併による課税対象コミュー
ンの増減など）を行う際には，ACOSSから
公的通告が行われる．交通負担金の税率改定
は毎年1月1日又は7月 1日のみ可能であり，
改定する場合には AOは 11 月 1 日（1 月改
定の場合），または 5月 1日（7月改定の場合）
までに URSSAF の地域支部に申請し，
ACOSSによる一ヶ月以上の公告期間を経な
ければならない．

3-5　課税対象と課税ベース
課税対象となるのは，PTU圏内に所在す
る従業員数が 9名を超える事業所である．企
業だけではなく，公的機関（官公庁および病
院，学校など）も課税対象となる．複数の都
市圏に支所をもつ企業や団体等の場合，それ
ぞれの地域単位で課税される．季節契約やパ
ートタイム労働者も労働時間に応じて交通負
担金課税対象のための従業員数に換算するた
め，課税標準に使われる従業員数は整数では
なく，小数点が入る人数となる．9名の場合
は課税対象とならないが，換算人数が 9.1 名
となると課税される．非営利・公益活動を行
う団体は除外される．また，従業員数が 9名
以下だった事業所が 9名を超えた場合，6年
間の減免措置がある．9名を超えた最初の 3
年間は免税され，4年目は 75%免除，5年目
は50%免除，6年目は25%免除される（CGCT
第 L2333-64 条および第 L2531-2 条）．また，
独自に集約的な従業員送迎サービス（送迎バ
ス）を提供する事業所，社員寮を備え通勤交
通需要を生じさせない事業所は免税される
（第 L2333-70 条，第 L2561-6 条，正確には支
払った交通負担金が還付される，である）．
課税ベースとなるのは，従業員に実際に支
払われる給与である（CGCT第 L2333-65 条，
第 L2531-3 条）．交通負担金制度の導入当初
は，社会保険料計算用の控除済み給与を課税
ベースとしており，課税対象となる給与所得
は現行の実給与ベースよりも小さかった 25）．
課税対象となる従業員は，正社員，臨時社員，
家内労働者，その他給与計算上正規給与の対
象とカウントされる社員である．パートタイ
ム労働者は実労働時間に比例して課税対象と



－ 126 －

財政と公共政策　第 34 巻第 2号（通巻第 52 号）2012 年 10 月

なる．一方で，実習生，試用期間中の従業員，
インターンシップの学生，外国からの出向社
員で本国の社会保険を支払っている従業員な
どは計算から除外される 26）．

3-6　使途
交通負担金の収入は，都市公共交通の建設
費（資本費）ならびに運営費の財源に充てる
ことができ，また公共交通と自転車の連携強
化に関連する事業費にも充てることができる
（CGCT第 L2333-68 条，第 L2531-5 条）．都
市公共交通とは，地下鉄，LRT（トラム），
BRT（専用レーンを走る高レベルのバスサー
ビス），路線バス，デマンドバス，都市内移
動に使われるケーブルカーや渡船などであ
る．使途の配分は特に指定されておらず，各
AOの判断で自由に割り振ることが出来る．
TCSP（地下鉄，LRT，BRT）を導入する場
合は税率を引き上げることが出来るが，その
場合でも税収は資本費・運営費どちらに充当
しても構わない．きわめて自由度の高い柔軟
な財源となっている．一つの財源制度で，路
線バスの運営費補助，共通運賃制度の財源，
LRT（トラム）の建設費財源など全く異なる
用途に充当されている．大都市では軌道系交
通の整備や共通運賃のための財源という役割
が相対的に強いのに対して，小都市ではバス
の欠損補助制度としてのみ機能している．
公共交通に関わる使途ならば，特に制限が
無く自治体（AO）が自由に費目を決められ
ることが，交通負担金制度の特徴であるとい
えよう．実は，日本における交通に関する補
助制度の多くが，輸送機関別に補助金制度が
区分されており，なおかつ特定の機種を指定
した補助プログラムも多い 27）．それゆえ，
LRTと路線バス（日本の代替バスやコミュ
ニティーバスに該当する路線を含む）の補助
金を同一の財源制度から調達するという点
は，日本の公共交通助成制度とは大きく異な
るフランス交通負担金制度の特徴であると言
える．
導入当初は，交通負担金税収の使途に制
限 28）があり，地方都市は 1982 年に，イル・ド・
フランス地域圏は 1998 年に撤廃された．現

在では，交通負担金は，以下の 3つの異なる
働きを持つ．第一は，LRTや地下鉄などイ
ンフラストラクチュア整備財源（資本費補助）
の機能である．第二は，主に大都市や中核市
における低運賃政策実施のための財源（運営
費補助）としての機能である．第三は，小都
市や郡部における路線バスの維持のための財
源（運営費補助）としての機能である．この
意味で，フランス交通負担金制度は，特定・
個別化された補助金制度と対比して，汎用型
の財源制度ということができる．

3-7　導入と税率の要件
（1）地方都市
地方都市において交通負担金を課税できる
のは，人口 1万人以上を抱える PTU（都市圏）
である．人口 1万人未満の都市圏は，観光特
区コミューンに指定された PTU（都市圏）
のみ課税できる．交通負担金は，海外県にあ
るコミューン（PTU）も課税することが出来
る．マルティニーク，レユニオンで交通負担
金を課税している．追加的交通負担金（VTA）
を徴収できるのは，対象となる広域の都市圏
人口が少なくとも 5万人以上あり，なおかつ
中心となるコミューンの人口が 1万 5000 人
以上である場合のみである．
交通負担金の税率は，人口要件によって上
限税率が決まっており，その範囲内で AOが
任意で税率を決定する．地方都市は CGCT
第 L2333-67 条で上限税率が規定されており，
人口 5万人以上の都市圏は TCSPを導入する
場合の高い税率を採用できる．さらに上限税
率を上乗せできる二つの特典制度がある．第
一は，コミューン連合特典であり，AOが特
定のコミューン連合（混合組合，都市圏共同
体，メトロポール，都市域共同体，コミュー
ン共同体）の形態の場合は上限税率が
+0.05%上乗せされる．第二は，観光特区コ
ミューン特典であり，観光法典第 L133-11 条
で規定された観光特区コミューンに指定され
ると 29），上限税率を +0.2%上乗せすること
が出来る．以上の二つの特典は併用すること
が出来る．ただし，観光特区特例で交通負担
金を課税する人口一万人未満の PTUは，上



－ 127 －

フランス交通負担金の制度史と政策的含意

限税率が 0.55%に固定される．SRU混合組
合による追加的交通負担金（VTA）は上限税
率が 0.5% と定められている（CGCT 第
L5722-7 条）．2012 年現在の税率は表 1 の通
りである．
一つの PTU内では，共通の税率を適用し
なければならない．ただし，PTUの拡張を
行った場合に交通負担金を導入済みのコミュ
ーンを組み込んだ場合や，交通負担金導入済
みの PTU同士の合併が行われた場合に，5
年間の移行措置として旧税率を保つことが認
められている．5年以内に，税率を統一しな
ければならない．たとえば，2012 年 1 月 1
日に 4つのコミューン連合が合併して誕生し
た広域行政体であるニース・メトロポールで
は，ニース市など中心のコミューンは 2%の
税率だが，周辺コミューンは低い税率であり，
毎年改定して 2016 年に 2%に統一する予定

となっている 30）．

（2）イル・ド・フランス地域圏（パリ首都圏）
イル・ド・フランス地域圏では，県ごとに
上限税率が決められている（CGCT第 2531-4
条）．郊外部への企業移転を促すため，外周
4県（セーヌ・エ・マルヌ県，イヴリーヌ県，
エソンヌ県，ヴァル・ド・ワーズ県）の税率
は低く設定されてきた 31）．2012 年 7 月より，
外周 4県では特定のコミューンのみ税率を引
き上げる仕組みが導入された．該当コミュー
ンは，2012 年 7 月，2013 年 7 月，2014 年 7
月の三段階で 0.1%ずつ税率を引き上げる．
各県の税率は表 2の通りである．

3-8　TCSP上乗せ税率と国の助成制度
地方都市では，TCSP（Transport en Commun 

en Site Propre，占有レーンを持つ公共交通

表 1　交通負担金の上限税率（地方都市），2011 年 12 月 28 日改訂版

人口要件など 基本税率
上乗せ特典あり

コミューン
連合特典

観光特区
特典

コミューン連合
＋観光特区特典

人口 10 万人以上 TCSPあり 1.75% 1.8% 1.95% 2%
バスのみ 1% 1.05% 1.2% 1.25%

人口 5万人以上
10 万人未満

TCSPあり 0.85% 0.9% 1.05% 1.1%
バスのみ 0.55% 0.6% 0.75% 0.8%

人口 1万人以上 5万人未満 0.55% 0.6% 0.75% 0.8%
人口 1万人未満 課税不可 課税不可 0.55% 0.55%

出典：CGCT（地方公共団体基本法典）L2333-67 条

表 2　イル・ド・フランス地域圏の交通負担金税率

県　　　名 2012/7/1 ～
2013/6/30 税率

2013/7/1 ～
2014/6/30 税率

2014/7/1
以降税率

パリ市 2.60% 2.60% 2.60%
オード・セーヌ県 2.60% 2.60% 2.60%
セーヌ・サンドニ県 1.70% 1.70% 1.70%
ヴァル・ド・マルヌ県 1.70% 1.70% 1.70%

セーヌ・エ・マルヌ県 別表指定コミューン 1.50% 1.60% 1.70%
その他 1.40% 1.40% 1.40%

イヴリーヌ県 別表指定コミューン 1.50% 1.60% 1.70%
その他 1.40% 1.40% 1.40%

エソンヌ県 別表指定コミューン 1.50% 1.60% 1.70%
その他 1.40% 1.40% 1.40%

ヴァル・ド・ワーズ県 別表指定コミューン 1.50% 1.60% 1.70%
その他 1.40% 1.40% 1.40%

出典：URSSAFサイト 32）
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の意味で，軌道系交通機関と BRTの総称）
を導入する場合には交通負担金の上限税率が
高くなる．人口 5万人以上 10 万人未満の都
市が 0.85%，人口 10 万人以上の都市は 1.75%
の上限税率となる（CGCT第 L2333-67 条）．
この上乗せ制度によって，交通負担金は
LRT，地下鉄，BRTの建設費（資本費）の
財源を調達する手段という役割を併せ持つ．
なお，どの機種を導入しても上限税率は共通
であり，建設費が高い地下鉄や LRTの地下
トンネルを建設する場合でも，建設費が安価
なバス専用レーンを建設する場合でも，同じ
+0.75%（人口 10 万人以上）または +0.3%（人
口5万人～10万人）の上限税率は変わらない．
フランスの LRTや BRTの建設では，資本費
の大部分を地方財源から調達している 33）．交
通負担金の上乗せ税率制度が，地方負担によ
る交通資本費の負担を可能にしている．

TCSP導入の税率上乗せの決定権限は，
AOにある．人口要件さえ満たせば，地方公
共団体の自己決定で導入を決定できる．上乗
せ税率は，TCSP導入の計画を決定した段階
から適用できる．ただし，税率を引き上げ後
5 年以内に建設工事に着手出来なければ，6
年間の引き上げ税率禁止のペナルティーがあ
る（CGCT第 L2333-67 条）．
2003 年までは交通負担金の TCSP税率の
適用条件に，「国の資本費補助プログラムに
採択されること」という条件があった．つま
り，交通負担金の TCSP税率への引き上げに
は，国の認可とコントロールがあったのであ
る．国の補助プログラム廃止とともに，
TCSP上限税率に対する国のコントロールは
廃止された．サルコジ政権下の環境グルネル
法で補助プログラムが復活したが，こちらは
交通負担金の税率適用条件とは無関係となっ
ている．

4，交通負担金制度の変遷

交通負担金の変遷については氏岡（1997）
に詳しいが，1997 年以降にフランスの交通
政策はいくつか大きな改革が行われ，交通負
担金制度もまた変化を遂げた．ミッテラン政

権下以前の歴史に関しては氏岡論文を参照
し，本論文ではシラク政権，サルコジ政権の
みを取り扱う．法制度の変化に関しては，巻
末の年表も参考にされたい．

4-1　シラク政権下での交通負担金改革
シラク政権（1995-2007）において，都市
交通政策は 3つの主要な改革が行われた．第
一は，1996 年の大気法制定に伴う交通基本
法（LOTI）の改定である．第二は，2000 年
の都市再生・連帯法を制定し，都市郊外地区
の再生および郊外と都心の連携強化を図った
点である．第三は，2003 年をもって国の
TCSP建設費補助プログラムを打ち切った点
である．
1996 年末，大気法の制定に合わせて LOTI
が創設以来の大改訂がなされた．大気法（大
気とエネルギーの合理的な利用に関する
1996 年 12 月 30 日第 96-1236 号法）は，温室
効果ガス排出削減のために策定された法律で
ある．重要な変更は以下の三点である．すな
わち，第一に，交通政策の目標に環境保護が
追加された点である．第二に，人口 10 万人
以上の都市に対して PDU（都市圏交通計画，
Plans de Déplacements Urbains）を義務化
した点である．第三に，都市交通においては
自動車交通量の削減を義務化した事である．
つまり，クルマ依存社会から脱却し，公共交
通中心の都市政策を目指す枠組みになったの
である．
大気法に伴う改定では，税率改定や要件拡
張と言った交通負担金制度自体の改変はなか
ったが，交通負担金制度が，環境税の一種と
しての性格を持つようになったという重要な
変化があった．環境税には，環境負荷をもた
らす行為に課税して環境被害を削減させる環
境税の他に，環境保護や環境対策に必要な財
源を調達する手段としての環境税という定義
がある 34）．後者のうち，環境政策上重要な地
域の社会的なインフラを維持するための地方
税のことを地方環境税と言う．環境保護のた
めに公共交通の再生・強化を行うならば，公
共交通財源調達のための地方税は，地方環境
税と見ることが出来る．LOTIの改定は，交
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通負担金に後者の環境税としての性格を与え
たのである 35）．
2000 年 12 月に，郊外地区の再生を重視し，
郊外のコミューンと都市コミューンの連携強
化を盛り込んだ都市連帯・再生法（SRU）が
制定された．SRU制定にともない，交通負
担金制度は二つの改革が行われた，まず，人
口要件が人口 1万人以上となり，人口 1万人
以上 2万人未満の都市圏が新たに交通負担金
を課税できるようになった．また，郊外地区
との連携やより広域の協力体制を可能にする
ため，複数の PTUを含む交通政策を担当す
る SRU混合組合における追加的交通負担金
制度（VTA）を導入した．SRUの改革にお
いて，交通負担金はもはや都市とは言えない
郡部の地域公共交通の財源もカバーする交通
財源制度となった．
2003 年をもって国の TCSP助成プログラ

ムが終了した．国の財政再建のために支出削
減に迫られ，TCSP助成を廃止したのである．
これに併せて，交通負担金制度の TCSP上限
税率適用条件が変更された（「2004 年財政に
関する 2003 年 12 月 30 日第 2003-1311 号法」
により，CGCT第 L2333-67 条を改定）．従前
は国の助成プログラムに採択された場合の
み，TCSP税率への引き上げが認められた．
助成プログラムの廃止の代償として，TCSP
税率の採用決定が AOの自己判断で行えるよ
うになった．同時に，税率引き上げ後五年以
内に着工出来なかった場合の，六年間 TCSP
税率上乗せ禁止のペナルティーが導入され
た．

2003 年まで実施されていた国の助成プロ
グラムは，一定の基準を満たした都市に助成
金を交付する仕組みであった．助成の採択基
準は都市交通全体における交通と都市整備政
策の間の一貫性があり，既存のインフラ・路
線網の有効活用とモード間の補完・路線網の
結合を行い，道路の分配と外部便益を考慮し
た投資の最適化を行い，長期的な財政の実行
可能性と運営費赤字の減少を行うこととさ
れ，詳細な導入前と導入後の見積もりがなさ
れたものに補助金が交付される 36）．補助の割
合は表 3にあるとおりで，建設費の一定割合
（a）または km（施設一単位）あたりの定額
から計算された金額（b）のうち，低い方の
金額が交付金額となる．
この改革はきわめて重要な意味を持つ．

TCSPの導入税率の決定権が，地方に完全に
移譲されたのである．地方都市が LRT（ト
ラム）や BRTを導入する場合の財政面での
国の干渉が無くなり，自由化されたのである．
国からの補助金の廃止は建設費調達の面で不
利となる．しかし，実際は TCSP税率の引き
上げ自由化によって可能となった交通負担金
の増税分の方が大きく，建設費財源は実質増
加したと言える．2003 年に 22 億 4800 万ユ
ーロであった地方都市の交通負担金総収入
は，2006 年に 25 億 6800 万ユーロと約 3 億
ユーロ増加する 37）一方で，2003 年に交付さ
れた国の補助金は 1億 4400 万ユーロであっ
た 38）．1 年あたりの交通負担金の増収分は，
国の補助金 1年分の倍であった．プロジェク
トの方を見れば，2003 年には TCSP導入の

表 3　国による都市交通インフラ補助のメニューと補助率（2003 年までの旧事業）
補助メニュー 上限補助率（a） 最高補助額（b）
地下路線 20% 800 万ユーロ／ km

地上を走る LRT，BRT 35% 450 万ユーロ／ km
路線周辺の公共空間整備

-地下路線の周辺整備
-地上路線の周辺整備

35%
35%

40 万ユーロ／ km
20 万ユーロ／ km

交通結節点整備 35% －
パークアンドライド
－地下駐車場
－地上駐車場

35%
35%

4,500 ユーロ／一台あたり
2,000 ユーロ／一台あたり

出典：Certu2002, p.41
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計画プロジェクトは合計 37 件，366.7 km，
71 億 2800 万ユーロの総予算であったのが
39），2006 年には合計 58 件，663.75 km，93
億 8354 万ユーロの総予算 40）に増加している．
国の補助金打ち切りによるマイナスの影響に
もかかわらず，交通負担金の税率引き上げ自
由化による，TCSP導入促進効果の方が高か
ったのである．
シラク政権下の交通制度改革は，財政再建
改革という色彩が強い．板谷（2005）による
と，1996 年の交通基本法改定と PDUは公共
交通財政の肥大化を防ぐということが背景に
あり，自動車依存を放置したまま公共交通の
財源だけ拡張したため，公共交通の財政膨張
が限界に達してしまい，自動車抑制を導入し
て交通投資の効率化を図る必要に迫られ，
PDUが導入されたという 41）．建設費補助プ
ログラムの打ち切りも，財政再建のためであ
る．シラク政権下の環境重視の交通政策は，
全体的に行政経費の効率化とセットであっ
た．しかし，次世代のサルコジ政権は対照的
に，環境投資を増加させることで経済発展を
促すことを目指し，財源の拡張を打ち出すの
であった．

4-2　 サルコジ政権下での都市交通財政の大幅拡充
2009 年 8月，サルコジ政権は，フランス版
グリーンニューディール政策というべき環境
グルネル第一法を交付した．グルネル法は，
全国民的な協議の体制をとり，3万人の意見
聴取を経て，国内のステークホルダーからな
る 1,000 人の委員が 34の専門委員会に分かれ
て 2年の歳月をかけてまとめ上げられた 42）．
環境グルネル会議の第三段階（国民からの意
見聴取後の計画案決定段階）の最中である
2007 年 10 月 25 日，サルコジ大統領はエリ
ゼ宮にて環境グルネルの実行へ向けた演説を
行い，温暖化対策を推進するために，バス専
用レーンと LRTの大幅な建設推進を目指し，
新たな補助プログラムを設置する方針を表明
した 43）．グルネル法の主要目的は地球温暖化
対策であり，温室効果ガス排出量 25%削減
を法的に義務化した．交通部門においては，
2020 年までに排出量を 20%削減し，1990 年

レベルの水準へ戻すことを目標としている．
都市交通に関しては，二つ重要な方針が盛り
込まれた．第一は，都市域における新規の道
路建設抑制を打ち出した点である．第二に，
公共交通の大幅な拡充を打ち出した点であ
る．パリ以外の地方都市においては，トラム
（LRT）や BRTなどの TCSP路線網を，15
年の間に現状の 329 kmから 1,800 kmに拡
張することをめざし，このプログラムに 180
億ユーロの費用がかかることが想定されるた
め，政府は新たな資本費助成プログラムを設
置し，2020 年までに 25 億ユーロ予算を示し
た．つまり，国の TCSPの建設費助成プログ
ラムが，サルコジ政権によって復活したので
ある．
2010 年 12 月，交通基本法が発展的解消を
遂げる形で，交通法典（Code des Transports）
が発効した．交通に関する諸法を統合し，交
通権の強化と再確認をもたらした．サルコジ
政権は，交通権と環境保護を重要ミッション
とする従来の方針を，踏襲し強化する方針を
示したのである．
サルコジ政権は交通負担金制度に関して，
二つの大きな改革を行った．まず，2010 年 7
月，環境グルネル第二法（環境の国家的投資
のための 2012 年 7 月 12 日第 2010-788 号法）
の制定にあわせて，観光特区コミューンに指
定された AOには +0.2%の上乗せ特典を認
め，さらに人口一万人未満でも観光特区コミ
ューンは交通負担金の徴収を可能とする改革
を行った．1992 年以来，約 20 年ぶりとなる
上限税率の引き上げとなり，最高税率は
0.8%（人口 10 万人未満），1.25%（人口 10
万人以上），2%（人口 10 万人以上で TCSP
導入都市）となった（人口一万人未満の観光
特区コミューンは，2012 年末に上限税率が
0.55%と定められた）．2011 年には，TCSP
導入の人口要件を緩和し，新たに人口 5万人
以上 10 万人未満の都市圏での税率引き上げ
（0.85%，他の特典と合わせれば上限は 1.1%）
が導入された（「2011 年財政に関する 2010
年 12 月 29 日第 2010-1658 号法」により，
CGCT第 2333-67 条を改定）．1974 年に交通
負担金制度の要件が 10 万人以上に緩和され
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て以来，TCSP導入要件が拡大されたのは初
めてである．
サルコジ政権は，環境ニューディールを経
済活性化の切り札と捉えた．それゆえ，環境
のために都市公共交通を改良・拡充するとい
う方針を強化した．公共交通財政は積極財政
に転じた．交通負担金の税率引き上げと，国
による新たな補助プログラムの創始という財
源に関する二つの強化策を導入した．サルコ
ジ政権によって，交通負担金は都市交通財源
制度の決定版と位置づけられるに至ったので
ある．

4-3　交通負担金制度の変遷
1982 年の時点で，交通負担金を課税して
いるのは 56 都市であったが，2000 年には
179 都市，2010 年には 216 都市に増加してい
る 44）．交通政策のミッションが改める度に，
新たな目的と新たな対象が加わっていった．
表 4に各政権の交通負担金制度の変遷を示す
（対象要件などは各政権の最終段階における
状態を示している）．ポンピドゥー・ジスカ
ールデスタン政権では，通勤交通需要が大き
い都市圏に限定されており，税収の使途に制
限もあり，いわば大都市・中核都市における
軌道系交通の建設と通勤定期券のための財源

であった 45）．ミッテラン政権は，社会権とし
ての交通権を掲げ，使途制限を撤廃したこと
により，交通負担金は運営費補助のための財
源制度という性格が与えられ，全国の都市内
路線バスに対する運営費補助の財源という性
格を加えられた 46）．シラク，サルコジ政権下
の政権において，交通政策は環境目的を軸に
再編され，交通負担金は企業に課す地方環境
税という性格が強くなった．都市交通政策の
進展の中で，一つの財源制度が，三つの異な
る役割，第一に軌道系交通インフラストラク
チュア投資の財源，第二に低運賃政策を行う
ための財源，第三に過疎地域の赤字路線を維
持するための補助金財源の役割，を併せ持つ
に至ったのである．

5，結論

本論文では，シラク・サルコジ両政権では
交通政策が環境問題の解決を重視する方向に
シフトし，PDUの義務化や環境グルネル法
といった改革により，フランスの都市交通政
策は都市構造そのものをサステイナブルなも
の，すなわち自動車に依存しない公共交通・
徒歩・自転車を中心とした都市を実現させる
ことを目指すものとなり，交通負担金制度は

表 4　政権ごとの交通負担金制度の移り変わり
ポンピドゥー
ジスカールデスタン ミッテラン シラク サルコジ

重視されたこと 軌道系交通の拡充，
赤字補填財源の確保

交通権の保障，
地方分権

環境政策の強化，
郊外再生，
財政再建

環境ニューディール
の推進，公共交通投
資の拡充

対象 人口 10 万人以上 人口 3万人以上 人口 1万人以上 人口 1万人以上（観
光特区はそれ以下で
も可）

TCSP導入要件 人口 10 万人以上 人口 10 万人以上 人口 10 万人以上 人口 5万人以上
交通権 × ○ ◎ ◎
環境 × × ○ ◎
自動車利用抑制 × × ○ ◎
通勤交通受
益負担の性格

パリ ○ ○ × ×
地方 ○ × × ×

大都市
中核都市

地下鉄 ○ ○ ○ ○
LRT △ △ ○ ○
BRT × × ○ ○
バス △ ○ ○ ○

小都市 バス × △ ○ ○
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環境にやさしい交通体系を実現させるための
財源調達手段という意味合いを持つに至った
事を解明した．また，本論文では交通負担金
に関する根拠法の規定をもとに，交通負担金
が法制度上は正規の租税でなく社会保険機構
が徴収業務を代行する一方で，地方公共団体
基本法典により公租公課として定義されてお
り，事実上の地方法定目的税と見なせる存在
であることを明らかにした．
さらに本論文の分析によって，以下の二点
も明確になった．第一は，交通負担金制度は
汎用的な財源制度であるという点である．従
前の日本における公共交通の補助金は，使途
に関して，資本費・運営費補助の区分，機種
指定の区分，輸送機関別の区分が厳密に規定
されている．日本の制度では，大都市の地下
鉄整備と過疎地域へのバスの欠損補助はまっ
たく別のものとして存在しているのに対し
て，フランスの交通負担金制度は両方をカバ
ーするというユニークな特徴を持つ．第二は，
シラク政権末期に行われた財政改革により，
世界の都市交通政策でも珍しい完全に地方の

自主財源で都市公共交通の建設・運営費の補
助金財源を調達する仕組みとなったことであ
る．
一つの国の中で全国の都市自治体に対して
共通に適用できる地方財源として都市交通税
を作り上げたのはフランスだけである．多様
な状況に対して，都市自治体が自己の責任と
判断で税額を決められる制度の先進事例とし
て大きな意義を有する．社会保険機構が徴収
する点などはフランスのみで成立する特殊な
要素であるが，地方法定目的税としての性格
は普遍性を持つものであり，日本や他国へ与
える示唆や含意は大きい．第一に，一つの財
源制度で様々な交通機関，様々な地域に対応
する汎用的な地方交通財源制度の合理性であ
る．日本のような機種ごとに特定化された補
助金制度は硬直化し非効率になる傾向がある
ことを考えれば，柔軟性を持つ汎用的な交通
税によって効率性を向上できる可能性が高
い．第二に，地方に自主性を与えたことの意
義である．第三に，賃金税による交通財源制
度の可能性の大きさを知らしめた点である．

フランス交通負担金制度の年表
年　　月　　日 出　　　来　　　事
1971 年 7 月 13 日 イル・ド・フランスに交通負担金制度導入。「パリ地域の交通負担金に関する 1971 年 7

月 12日第 71-559 号法」の施行に伴う。中心 4県（パリ、オード・セーヌ、セーヌ・サ
ンドニ、ヴァル・ド・マルヌ）のみで、上限税率は 2%、実際の税率は 1.7%。課税ベー
スは社会保険料用の控除済み給与。使途の制限有り（通勤定期券割引用の財源が優先）。

1973 年 7 月 12 日 地方都市に交通負担金制度導入。「地方都市の交通負担金に関する 1973 年 7 月 11 日
第 73-640 号法」の施行による。人口要件は 30 万人以上で、課税ベースは、社会保険
料用の控除済み給与。使途の使用制限有り（三段階規定、第一優先は通勤割引の財源、
第二優先は公共交通の特別な投資、第三優先が路線サービスの新設・延長・再編のた
めの財源である。上限税率はバスのみ 1%、TCSP導入の場合は 1.5%。TCSP導入の
上乗せ税率は、国のインフラ補助を受けていることが条件である。

1974 年 5 月 27 日 ヴァレリー・ジスカールデスタンが第五共和政第 3代共和国大統領に就任。
1974 年 11 月 8 日 地方都市の交通負担金の導入要件が人口 10 万人以上に変更。「交通負担金の人口要件

を 10 万人以上に拡張する政令　1974 年 11 月 7 日第 74-933 号ディクレ」による指定。
1975 年 7 月 6 日 パリ首都圏の外周 4県（イヴリーヌ、ヴァル・ド・ワーズ、エソンヌ、セーヌ・エ・

マルヌ）でも交通負担金が徴収可能になる。外周 4県の上限税率は 1.5%で、8月よ
り実税率 1.2%で徴収開始。「パリ地域の交通負担金制度改正に関する 1975 年 7 月 5
日第 75-580 号法」による。

1977 年 3 月 20 日 交通負担金の根拠法が、コミューン法典（Code des Communes）に変更になる。上限
税率・人口要件の規定は、コミューン法典の条文で定義されるようになる（政令 1977
年 1 月 27 日第 77-90 号ディクレにて、3月 20 日より有効と規定）。ただし、一部の規
定は 1971 年交通負担金法に残る（例：イル・ド・フランスにおける使途制限の規定）。
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1977 年 1 月 26 日 マルセイユのメトロ（地下鉄）が開業。地方都市における近代的な軌道系交通機関新
規導入の第一号となる。

1977 年 12 月 24 日 イル・ド・フランスでの使途制限が地方都市と同じ三段階規定になる。「パリ地域の
交通負担金制度改正に関する 1977 年 12 月 23 日第 77-1410 号法」による。また、中心
4県の税率が 2%に引き上げ（1978 年より）。

1980 年 10 月 30 日 地方都市における都市公共交通の許認可権限が、県知事（実質国の管理）から、コミ
ューンの首長に委譲される。「地域公共交通サービスの運営の条項に関する政令 1980
年 10 月 29 日第 80-851」号による。

1981 年 5 月 27 日 フランソワ・ミッテランが第五共和政第 4代共和国大統領に就任。
1982 年 8 月 5 日 地方都市の交通負担金制度の改変。使途制限を撤廃し、建設費・運営費のどちらにも

充てられるようになり、割合も AOが自主的に決定できるようになる。人口要件を 3
万人以上に拡大。人口 3万～ 10 万人の都市圏は税率 0.5%とする。「地方都市の交通
負担金改正に関する 1982 年 8 月 4 日第 82-684 号法」による。

1982 年 11 月 28 日 海外県でも交通負担金が徴収可能になる（地方都市の交通負担金制度を適用）。「海外県
における交通負担金創設に関する政令1982年 11月 24日第 82-1104号ディクレ」による。

1982 年 12 月 31 日 交通基本法（LOTI、1982 年 12月 30日第 82-1153 号法）が成立。交通権が明文化され、
地方公共団体の公共交通供給義務が定められた。交通政策の地方分権が規定され、路線
の許認可や料金規制は地方公共団体に移管される。国の役割は、技術面での規制と財政
支援のみとなる（ただし、都市交通の権限は 1980 年の時点でコミューンに委譲済み）。

1983 年 4 月 25 日 VAL（自動運転式ミニ地下鉄）のパイロットプランとして、リールのメトロが開業。
1985 年 1 月 7 日 LRTのパイロットプランとして、ナントの LRT（トラム）が開業。
1987 年 8 月 3 日 グルノーブルの LRT（トラム）が開業。交通権の明文化をうけて、世界初の本格的な

ノンステップ電車を導入。以後、世界中のバスと LRT/路面電車が低床化されるきっ
かけとなった。

1988 年 12 月 30 日 地方都市における TCSP導入時の上限税率が 1.75%に引き上げ。パリ首都圏の上限税
率が改定される。パリ市、オードセーヌ県が 2.2%に引き上げられ、セーヌ・サンド
ニ県、ヴァル・ド・マルヌ県は 1.8%に引き下げられた（1989 年よりこの税率で徴税）。
外周 4 県は上限税率 1.5%、実施税率 1.2%のまま変わらず。「1989 年財政に関する
1988 年 12 月 29 日第 88-1193 号法」を受けての改定。

1991 年 7 月 19 日 パリ首都圏の税率改定。パリ市とオードセーヌ県の税率が 2.4%に引き上げ。「都市の
方向付けに関する 1991 年 7 月 13 日第 91-662 号法」を受けての改定。

1992 年 2 月 8 日 地方都市の人口要件が 2万人以上に拡張。上限税率が改定（+0.05%）され、人口 2万
人以上 10 万人未満の都市が 0.55%、人口 10 万人以上の都市が 1.05%、人口 10 万人以
上で TCSPありの都市圏が 1.8%となる。AOがコミューン連合を組む場合の特典（上
限税率が 0.05%上乗せ）を新設。「共和国の地方行政に関する 1992 年 2 月 6 日第
92-125 号法」を受けての改定。

1992 年 12 月 31 日 交通負担金の課税ベースが、社会保険料用の控除済み給与から実賃金ベースに変更（イ
ル・ド・フランス、地方都市共に）。課税ベース拡大により実質増税となり、その分
上限税率が引き下げされる。イル・ド・フランスでは、パリ、オードセーヌが 2.2%
（2.2%）、セーヌ・サンドニ、ヴァル・ド・マルヌが 1.6%（1.4%）、外周 4県が 1.3%（0.8%）
となる（括弧内は 1993 年における実税率）。地方都市では、人口 10 万人以上の都市
圏が 1%、人口 10 万人以上で TCSP導入の都市圏が 1.75%、人口 2万人以上 10 万人
未満の都市圏が 0.55%、コミューン連合特典 +0.05%となる。「1993 年財政に関する
1992 年 12 月 30 日第 92-1376 号法」を受けての改定。

1994 年 11 月 26 日 ストラスブールの LRT（トラム）が開業。LRTブームの火付け役となる。
1995 年 5 月 17 日 ジャック・シラクが第五共和政第 5代共和国大統領に就任。
1995 年 12 月 31 日 イル・ド・フランスの上限税率改定。パリ、オードセーヌが 2.5%、セーヌ・サンドニ、

ヴァル・ド・マルヌが 1.6%、外周 4県が 1.3%となる。「1996 年財政に関する 1995 年
12 月 30 日第 95-1346 号法」を受けての改定。

1996 年 2 月 24 日 地方公共団体基本法典（CGCT、Code general des collectivites territoriales）制定に
ともない、交通負担金制度の根拠法がコミューン法典から地方公共団体基本法典に変
更。イル・ド・フランスに関しても、71 年交通負担金法から CGCTに完全移行。
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1997 年 1 月 1 日 大気法（1996 年 12 月 30 日第 96-1235 号法）が制定。LOTIが改正され、環境保護が
政策目標となる。都市交通政策では、自動車の削減・公共交通強化をミッションとす
る PDUの策定が義務化される。

1998 年 7 月 3 日 イル・ド・フランスの VT使途制限が撤廃される。「経済・財政に関する 1998 年 7 月
2 日第 98-546 号法」を受けての改定。

2000 年 12 月 14 日 都市再生・連帯法（SRU、2000 年 12 月 13 日第 2000-1208 号法）が成立し、都市計画
関連の制度が改められ、交通基本法も改定。とくに、郊外地域の強化が重要視される
ようになる。地方都市における交通負担金の人口要件を 1万人以上に拡張。SRU政策
組合による交通負担金徴収が可能となる。地方都市の使途に、自転車の促進が加わる。

2002 年 2 月 28 日 地方都市において、交通負担金を徴税している PTU（AO）同士の合併後の取り扱い
についての規定ができる。被合併 AOが低い税率を採用している場合は、5年間に限
って従来の税率を維持できる（地方都市の同一 PTU内は均一税率であったが、PTU
同士の合併後 5年間は移行処置として異なる税率の採用を認めるというもの）。「民主
主義接近に関する 2002 年 2 月 27 日第 2002-276 号法」を受けての改定。

2003 年 12 月 31 日 地方都市に対する国の TCSP建設費助成プログラムが廃止。これにともない、交通負
担金の TCSPの上乗せ税率適用条件であった国の助成採択の条件はなくなり、各 AO
が自己判断で上乗せの決定が出来るようになる。同時に、増税後、5年以内に着工し
ないと 6年間は上限税率が 1%に抑えられるペナルティーが導入。「2004 年財政に関
する 2003 年 12 月 30 日第 2003-1311 号法」を受けての改定。

2005 年 1 月 1 日 イル・ド・フランスの上限税率改定。パリ、オードセーヌ：2.6%、セーヌ・サンドニ、
ヴァルド・マルヌ：1.7%、外周 4県：1.4%となる。また、使途において自転車関連が
加わる。「地方の自由と責任に関する2004年8月13日第2004-809号法」を受けての改定。

2007 年 5 月 16 日 ニコラ・サルコジが第五共和政第 6代共和国大統領に就任。
2009 年 8 月 5 日 フランス版環境ニューディール法である「環境グルネル第一法　2009 年 8 月 3 日第

2009-967 号法」が制定される。環境に優しい都市交通体系へ根本的に作り替えること
が政策目標となり、道路建設凍結と TCSPの大幅拡張が打ち出される（地方都市の
TCSPの総延長を1,800kmまで拡張）。国によるTCSP建設費補助プログラムが復活し、
第一期として総額 25 億ユーロの助成プログラムが開始される。

2010 年 7 月 13 日 地方都市の交通負担金要件改定と特典が追加される。観光特区コミューンに指定された
AOにおいて、税率 +0.2%の上乗せ特典の導入。また、人口一万人未満の都市圏でも観
光特区コミューンに指定されると交通負担金が導入可能となる（税率はこの時点では未
確定）。「環境グルネル第二法　2010 年 7月 12日第 2010-788 号法」を受けての改定。

2010 年 12 月 1 日 フランスの交通法制が、交通法典に移行する。交通法典（Code des Transports）は
LOTIを含む交通諸法を統合して成立したもので、2010 年 10 月 28 日第 2010-788 号
オルドナンスにて公布された。なお、交通法典には交通負担金を規定する条文が設け
られた（CGCTの当該条文番号を示す条文が挿入された）。

2011 年 1 月 1 日 地方都市における TCSP税率の適用範囲が拡張される。新たに、人口 5万人以上 10
万人未満の都市でも TCSP導入の上乗せ税率が認められるようになり、上限税率は
0.85%となった。「2011 年財政に関する 2010 年 12 月 29 日第 2010-1658 号法」を受け
ての改定。

2012 年 12 月 30 日 地方都市における人口一万人未満の観光特区コミューンの税率が、上限 0.55%に確定。
「2012 年財政に関する 2011 年 12 月 28 日第 2011-1977 号法」を受けての改定。

2012 年 3 月 24 日 交通負担金の税率改定は、毎年 1月 1日と 7月 1日のみ行うように改正（それぞれ 11
月 1 日と 5 月 1 日までに決定し、一ヶ月以上の通告期間を設けなければならない）。
イル・ド・フランス、地方都市双方に適用。「法の単純化と行政手続き再配置に関す
る 2012 年 3 月 22 日第 2012-387 号法」を受けての改定。

2012 年 5 月 15 日 フランソワ・オランドが第五共和政第 7代共和国大統領に就任。
2012 年 7 月 1 日 パリの税率改定。外周 4県は指定コミューンのみ 0.1%税率がアップし、1.5%となる。

なお、2013 年、2014 年も当該コミューンの税率を 0.1％ずつ引き上げ、2014 年 7 月に
は外周 4県では指定コミューン 1.7%、その他 1.4%になる予定。

法律の条文や改定年月日は、http://www.legifrance.gouv.fr/による。なお、この年表の日付はその法律制
定や法改正を告知する官報（Journal officiel de la République française、JORF）発行日を記載している
（法律名称の日付と異なる）。
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※本論文に対してていねいなコメントとアドバイ
スをいただいた査読者に心から感謝したい．本論
文に残された誤りは筆者一人に属する．また，本
論文の結論や含意から，いかなる公共交通の補助
金制度に関する理論や原理・原則に対する貢献が
導き出されるかとの問題については今後の検討課
題としたい．
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