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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会保障分野

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手

順

○年齢調整後の一人当たり医療費の地
域差
➢47都道府県別
➢合計／入院医療費／外来医療費

年齢調整後の一人当たり医療費の
地域差
➢47都道府県別
➢合計／入院医療費／外来医療費

〇医療費の地域差の実態及び推移
を明らかにすることで、地域差是正
の取組の効果等の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 都道府県別、合
計、入院・外来
別の年齢調整後
の一人当たり医
療費

厚生労働省が算
出

○主要疾病に係る受療率、一人当たり
日数、一日当たり点数等の地域差
➢47都道府県別／二次医療圏別
➢主要疾病別（対象とする疾病につい
ては検討中）
➢年齢階級別
➢男女別

主要疾病に係る受療率、一人当たり
日数、一日当たり点数等の地域差
➢47都道府県別／二次医療圏別
➢主要疾病別（対象とする疾病につ
いては検討中）
➢年齢階級別
➢男女別

〇医療費の実態を詳細に分析する
ことにより、医療費適正化に向けた
課題を明らかにする
〇また、その推移を明らかにするこ
とにより、医療費適正化の取組の効
果等の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 都道府県別、二
次医療圏別、年
齢階級別、男女
別の主要疾病に
係る受療率、一
人当たり日数、１
日当たり点数

NDB分析によ
り、厚生労働省
が算出

○患者が１年間に受診した医療機関数 各医療保険制度の受診した医療機
関数別患者割合

〇かかりつけ医の普及に向けた取
組の効果等の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 各医療保険制度
の１か月間に受
診した医療機関
数別患者割合の
分布（０件、１
件、２件、３件、４
件、５件以上）

保険者を通じて
年１回状況を把
握

○「地域包括診療料」、「地域包括診療
加算」の算定状況

「地域包括診療料」「地域包括診療
加算」の施設基準の届出数

〇かかりつけ医の普及に向けた取
組の進捗状況の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 届出した医療機
関数

毎年11月～12月
に厚生労働省
が、７月時点の
地方厚生局への
届出数を集計

【入院・外来医療】
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会保障分野

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手

順
○「７：１入院基本料」を算定する病床
数、患者数

７対１入院基本料の施設基準の届
出病床数、延べ算定回数

〇病床の機能分化に向けた取組の
効果等の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 届出した病床
数、算定患者数

（病床数）
毎年７月に厚生
労働省が前年７
月時点の地方厚
生局への届出数
を集計
（延べ算定回数）
毎年６月に社会
医療行為別調査
において前年６
月の数値を把握

○重複投薬の件数
➢47都道府県別

一人の患者が同一期間に２つ以上
の医療機関から、同じ薬効の処方を
受けている件数を都道府県毎に調
査。

〇外来医療の課題の一つである重
複投薬の実態及び推移を明らかに
することにより、重複投薬対策等の
効果等の評価につなげる

○改革の成
果（アウトカ
ム）

厚生労働省 都道府県別の重
複投薬の件数

NDB分析によ
り、厚生労働省
が算出

○医薬品の妥結率 ○妥結率：販売総額を分母とした価
格が妥結したものの販売額の割合

〇KPIとして設定した「単品単価取引
が行われた医薬品のシェア」と合わ
せて把握することで、医薬品の流通
改善に向けた取組の効果等の評価
につなげる

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

厚生労働省 医療機関・薬局
区分別、医療機
関設置者主体別
の妥結率

・厚生労働省が
日本医薬品卸売
業連合会加盟会
社50社に照会し
て把握（年に４
回、３月、６月、９
月、12月時点の
数値を２か月後
位に把握）

【薬剤・調剤】
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会保障分野

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手

順

○年齢調整後の一人当たり介護費の地
域差
➢47都道府県別／保険者別
➢合計／施設／居住系／在宅

2015年人口を基準とした直接法によ
る年齢調整を実施し、都道府県別・
保険者別にみたサービス別・全サー
ビスの合計について、一人あたりの
介護費を算出

〇介護費の地域差の実態及び推移
を明らかにすることで、地域差縮小
の取組の効果等の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 都道府県別、保
険者別の介護費

介護保険総合
DBの分析により
厚生労働省が算
出

○年齢調整後の要介護度別認定率の
地域差
➢47都道府県別／保険者別
➢要介護度別

2015年人口を基準とした直接法によ
る年齢調整を実施し、都道府県別・
保険者別にみた要介護度別認定率
を算出

〇要介護認定率の地域差の実態及
び推移を明らかにすることにより、地
域差縮小の取組の効果等の評価に
つなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 都道府県別、保
険者別の要介護
度別認定率

介護保険総合
DBの分析により
厚生労働省が算
出

○在宅医療を行う医療機関の数
➢47都道府県別

「在宅療養支援病院」「在宅療養支
援診療所」の施設基準の地方厚生
局への届出数

〇地域包括ケアシステムの構築に
向けた取組の進捗状況の評価につ
なげる

○改革の成
果（アウトカ
ム）

厚生労働省 在宅医療を行う
医療機関の数

毎年11月～12月
に厚生労働省
が、７月時点の
地方厚生局への
届出数を集計

○在宅サービス利用者割合
➢47都道府県別／保険者別

介護サービス利用者に占める在宅
サービス利用者の割合を測定

〇地域包括ケアシステムの構築に
向けた取組の効果等の評価につな
げる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 都道府県別、保
険者別の在宅
サービス利用者
割合

介護保険事業状
況報告（厚生労
働省）を通じて把
握

○各保険者における健康維持率、生活
習慣病の重症疾患の発症率、服薬管理
率等の改善状況

保険者全体の平均や業種別の平均
等により、企業経営等に与える影響
について十分考慮した上で見える
化。

〇予防・健康づくりに係る国民の行
動変容に向けた保険者の取組の効
果等の評価につなげる

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

厚生労働省 検討中 厚生労働省が各
保険者に照会

【介護】

【国民の行動変容】
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会保障分野

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手

順

○就労支援事業等を通じた脱却率 就労支援事業等（被保護者就労支
援事業、被保護者就労準備支援事
業、生活保護受給者等就労自立促
進事業、その他の就労支援事業を
いう。以下同じ。）に参加した者のう
ち、就労又は収入の増加により、生
活保護が廃止となった者の割合。

〇脱却率の数値を把握することによ
り、就労支援事業等の効果等の評
価につなげる

改革の進捗
（アウトカム）

厚生労働省 就労支援事業等
に参加した者の
うち、就労又は
収入の増加によ
り、生活保護が
廃止となった者
の割合。

毎年度、各都道
府県等を通して
把握

○就労支援事業等の自治体ごとの取組
状況
➢47都道府県別等
➢参加率／就労・増収率

以下の事項の都道府県別等の状況

①保護の実施機関が就労可能と判
断する被保護者のうち、就労支援事
業等に参加した者の割合。

②就労支援事業等に参加した者のう
ち、就労した者及び就労による収入
が増加した者の割合。

〇就労支援事業等の自治体ごとの
取組状況等を把握することにより、
就労支援事業等の効果等の評価に
つなげる

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

厚生労働省 ・保護の実施機
関が就労可能と
判断する被保護
者のうち、就労
支援事業等に参
加した者の割合
の都道府県別等
の表。

・就労支援事業
等に参加した者
のうち、就労した
者及び就労によ
る収入が増加し
た者の割合都道
府県別等の表。

毎年度、各都道
府県等を通して
把握

【生活保護等】
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会保障分野

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手

順
○「その他世帯」の就労率等の自治体
ごとの状況
➢47都道府県別等
➢就労率／その他世帯の廃止理由のう
ち増収による廃止割合

以下の事項の都道府県別等の状況

①「その他の世帯」（高齢者世帯、母
子世帯、障害者世帯、傷病者世帯の
いずれにも該当しない世帯をいう。
以下同じ。）のうち、就労者のいる世
帯の割合。

②「その他の世帯」の廃止理由のう
ち、収入の増加により生活保護が廃
止となった世帯の割合。

〇「その他の世帯」の就労率等を自
治体ごとに把握することにより、就労
支援事業等の効果等の評価につな
げる

○改革の進
捗（インプッ
ト・アウトプッ
ト）

厚生労働省 ・「その他の世
帯」のうち、就労
者のいる世帯の
割合の都道府県
別等の表。

・「その他の世
帯」の廃止理由
のうち、就労又
は収入の増加に
より生活保護が
廃止となった者
の割合の都道府
県別等の表。

・毎年度、各都
道府県等を通し
て把握

○生活保護受給者一人当たり医療扶助
の地域差
➢47都道府県別

生活保護受給者一人当たり医療扶
助の地域差（都道府県別）

〇医療扶助の地域差の実態及び推
移を明らかにすることで、地域差是
正の取組の効果等の評価につなげ
る

○改革の進
捗（インプッ
ト・アウトプッ
ト）

厚生労働省 検討中 毎年度、医療扶
助実態調査（厚
生労働省）を通
じて把握

○生活保護受給者の後発医薬品の使
用割合の地域差
➢47都道府県別等

生活保護受給者の後発医薬品の使
用割合（都道府県別等）。

〇後発医薬品の使用割合の地域差
の実態及び推移を明らかにすること
により、後発医薬品使用促進計画の
取組の効果等の評価につなげる

○改革の進
捗（インプッ
ト・アウトプッ
ト）

厚生労働省 生活保護受給者
の後発医薬品の
使用割合の都道
府県別等の表。

毎年度、各都道
府県等を通して
把握
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会保障分野

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手

順
○生活困窮者自立支援制度の利用に
よる就労者及び増収者数増加効果
➢就労者数／増収者数

自立相談支援機関で受け付けた相
談のうち、①プラン作成支援により就
労した者、増収した者、②プランを作
成せず他機関につないだ後に就労し
た者、増収した者の数。

〇就労者及増収者数の数値を把握
することにより、生活困窮者支援制
度の効果等の評価につなげる

改革の成果
（アウトカム）

厚生労働省 自立相談支援機
関で受け付けた
相談のうち、①
プラン作成支援
により就労した
者、増収した者、
②プランを作成
せず他機関につ
ないだ後に就労
した者、増収した
者の数。

毎年度、各都道
府県等を通じて
把握

○生活困窮者自立支援制度の任意の
法定事業及び法定外の任意事業の自
治体ごとの実施状況
➢47都道府県別等
➢法定事業／法定外事業

都道府県における、以下５つの事業
の実施割合。
・就労準備支援事業
・家計相談支援事業
・一時生活支援事業
・子どもの学習支援事業
・生活保護受給者等就労自立促進
事業

〇自治体ごとの事業実施状況を把
握することにより、生活困窮者自立
支援制度の着実な推進につなげる

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

厚生労働省 都道府県等の任
意事業等の実施
状況を示したグ
ラフ

・毎年度、各都
道府県等を通じ
て把握
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会資本整備等

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手順

○ 立地適正化計画の作成状況
（立地適正化計画を策定する市町村数
を見える化し、その進捗をモニターす
る）

立地適正化計画を作成した市町村数
（市町村による計画の公表をもって計画
の作成とする。）

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

○計画を作成し
た市町村一覧
○計画の概要
（立地適正化の
方針、目標、施
策の概要等）

定期的に取組状況を調査し、作
成された計画の概要等を国交
省HPにて公表

○ 立地適正化計画の実施促進
（立地適正化計画に位置付けられた誘
導施設の都市機能誘導区域内での立
地割合の増加や、居住誘導区域内の
人口割合の増加をモニターする）

立地適正化計画に位置付けられた誘導
施設の都市機能誘導区域内での立地
割合が増加した市町村数、居住誘導区
域内の居住人口割合が増加した市町村
数

改革の成果
（アウトカム）

○計画作成都市
ごとに、
・誘導施設の都
市機能誘導区域
内での立地割合
・居住誘導区域
内の人口割合
の推移を整理

計画作成都市に対して、毎年調
査し、国交省HPにて公表

○ 地方公共団体の保有する公的ス
トックの状況を「見える化」
（固定資産台帳を含む統一的な基準に
よる地方公会計の整備により把握され
る個別団体ごとの資産老朽化比率の
ほか、一人あたりの投資的経費の内訳
（既存施設更新・新規施設整備）、維持
補修費も含めた決算情報を公表）

固定資産台帳を含む統一的な基準によ
る地方公会計の整備により把握される
個別団体ごとの資産老朽化比率のほ
か、一人あたりの投資的経費の内訳
（既存施設更新・新規施設整備）、維持
補修費も含めた決算情報を公表

住民に公共施設の現状の老朽化の
程度や負担の程度を明らかにし、今
後の維持管理・更新などに向けた課
題への理解を深める

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

総務省 各団体の資産老
朽化比率や一人
当たりの投資的
経費の内訳、維
持補修費も含め
た決算情報
（経年比較・類似
団体比較・各団
体の分析コメント
を含む）

・H27年度決算より、毎年度の
地方財政状況調査（決算に関
する調査）等において左記の元
データを把握
・資産老朽化比率や一人当たり
の決算情報について、経年比
較・類似団体比較・各団体の分
析コメントを含めて総務省HPに
て公表
・毎年度状況を更新

○ 公共施設等総合管理計画の策定に
より、公共施設等の現況及び将来の見
通しの「見える化」
（老朽化の状況や利用状況をはじめと
した公共施設等の状況、総人口や年
代別人口についての今後の見通し、公
共施設等の維持管理・修繕・更新等に
係る中長期的な経費の見込みやこれ
らの経費に充当可能な財源の見込み
等）

老朽化の状況や利用状況をはじめとし
た公共施設等の状況、総人口や年代別
人口についての今後の見通し、公共施
設等の維持管理・修繕・更新等に係る
中長期的な経費の見込みやこれらの経
費に充当可能な財源の見込み等
中長期の維持管理・更新費の見通しを
を、比較可能なように、一定期間を定め
明らかにし、住民一人当たり費用（利用
料金を徴収する施設についてはそれも
含む）として、時系列に費用・料金の増
減が分かるように示す。

各自治体の保有する公共施設等の
老朽化状況、維持管理・修繕・更新
等に係る中長期的な経費の見込み
等について、住民へ情報提供するこ
とで理解を深め、実現可能で合理的
な計画の策定促進を図る

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

総務省 公共施設等総合
管理計画

・各都道府県を通じて、年に2回
程度、各団体の策定・公表状況
を把握
・各団体の公共施設等総合管
理計画の情報を総務省HPにて
公表

コンパクトシ
ティ形成支援
チーム（国交
省、内閣官
房、復興庁、
総務省、財務
省、金融庁、
文科省、厚労
省、農水省、
経産省）

コンパクト・プラス・ネットワークによる
都市機能や居住の誘導・集約を図る
計画を作成した市町村数、また成果
として施設や居住の集約を図れた市
町村数を見える化し、その促進を図
る
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

社会資本整備等

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」のコ

ンテンツ
「見える化」の手順

○ 公共施設等総合管理計画の進捗状
況や推進に当たっての課題をモニター
する仕組みを構築
（施設更新等の経費見込みや延床面
積に関する目標などの総合管理計画
の主たる記載項目を、資産老朽化比率
や毎年度の取組内容も含めて横比較
できるように各地方公共団体分を統合
したものを総務省ホームページで公表
等）

施設更新等の経費見込みや延床面積
に関する目標などの総合管理計画の主
たる記載項目を、資産老朽化比率や毎
年度の取組内容も含めて横比較できる
ように各地方公共団体分を統合したも
の

各自治体の公共施設の現状（老朽
度、一人当たりの延べ床面積など）
等を集約して比較することで、住民理
解を深め、個々の自治体の公共施設
のストック量の適正化を促す

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

総務省 横比較できるよ
う統合された、全
団体分の総合管
理計画の概要

・各都道府県を通じて、年に1回
程度、状況を把握
・各団体分をとりまとめ、統合し
た上で、2016年度の早い時期
に総務省HPにて公表
・全国的に総覧できるようグラフ
化されたシートを作成・公表
・年に１回程度状況を更新
・データの分析や説明の方法等
を示したガイドラインの作成

〇 国公有資産情報の見える化
（国有財産は、原則としてすべての資
産情報（売却予定、貸付募集を含む）
を公開し、「見える化」）

国有財産に関する一件別の情報・全国
の財務局で売出し中の入札物件情報な
どについて、原則としてすべての資産情
報（売却予定、貸付募集を含む）をホー
ムページ上で公開

国有財産情報を見える化すること
で、国有財産の有効利用や売却の
促進

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

財務省 所在地、面積、
台帳価格、処理
方法、等

既にホームページ上で公開済

〇 地方公共団体が保有する資産の
「見える化」の促進
（固定資産台帳において、公有地の用
途や売却可能区分等を開示すること
で、未利用資産や売却可能資産の情
報を「見える化」）

 ・固定資産台帳において、公有地の用
途や売却可能区分等を開示すること
で、未利用資産や売却可能資産の情報
を「見える化」
地方公共団体の低未利用資産の全体
量、一人当たりの保有量

公有資産情報を見える化すること
で、有効利用や売却の検討に活用

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

総務省 公有地の用途や
売却可能区分等

・各都道府県を通じて、年に1回
程度、各団体の整備・公表状況
を把握
・把握した状況を基に、固定資
産台帳の情報を総務省ＨＰにて
公表
・毎年度状況を更新

〇 アクションプランを踏まえたPPP/PFI
事業の事業規模

PPP/PFI事業の事業規模の計測方法
について検討中

PPP/PFIの事業規模を明確化するこ
とにより、官民挙げた推進を図る

改革の進捗
（インプット、
アウトプット）

内閣府ＰＦＩ推
進室、総務
省、国交省、
厚労省、文科
省等

PPP/PFI事業の
事業規模

2016年度上期までに、PPP/PFI
事業の事業規模の計測方法を
検討
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
①住民一人当たり行政コストに
つき、維持補修費・普通建設事
業費等の性質別、民生費・衛生
費等の目的別で網羅的に財政
分析の内容も含め「見える化」

 2016年度
2015年度決算より、毎年度
の地方財政状況調査（決算
に関する調査）等において
左記の元データを把握

②固定資産台帳の整備とあわ
せて、各自治体の「資産老朽化
比率」を「見える化」し、将来負担
比率との「組合せ分析」を行うと
ともに、施設類型毎の一人当た
り面積等のストック情報や固定
資産台帳による土地情報等を
「見える化」することにより、ス
トック情報を全面的に「見える
化」

 2016年度～2018年度
2015年度決算より、毎年度
の地方財政状況調査（決算
に関する調査）等において
左記の元データを把握

③予算・決算の対比に関する情
報開示の充実による「見える化」
につき、自治体の事務負担にも
配慮しながら実施

歳入歳出決算書において予算額と
決算額の比較を「見える化」
（2016年度は都道府県・政令市）

検討中  2016年度
2016年度中に情報開示を
実施

④地方財政決算情報ホーム
ページにつき、データ検索機能
や分析のためのグラフ作成機能
の追加により、使いやすさを一
層向上

e-Stat(政府統計の総合窓口）の
データ検索機能や分析のためのグ
ラフ作成機能により、各自治体の決
算情報のデータを用いたグラフ等を
「見える化」

e-Stat上で関係
データを公表

 2016年度
2016年度中に実施

⑤面積や人口規模、高齢化比
率等の条件を指定し、自治体や
住民が他団体と比較できるよう
データベース整備を検討し、必
要に応じて適切な措置を実施

④の取組をさらに充実することによ
り、面積、人口規模、高齢化比率等
の条件に応じた自治体毎の決算情
報のデータベースを整備することが
できないか検討

④の取組も踏まえ
ながら、データベー
スの整備について
検討

 2017年度～2018年度
2018年度までに必要に応じ
て適切な措置を実施

地方財政の各種データから自治
体の頑張りの度合いを「見える
化」

地方財政の各種データについて、
学識者の協力を得ながら、統計的
手法を用いた分析等

自治体の頑張りの度合いを
「見える化」

その他 内閣府・関
係省庁

検討中 2016年度より実施

総務省

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項

地方財政：決算情報

各自治体の性質別・目的別での一
人当たりの決算情報や資産老朽化
比率・施設類型毎の一人当たり面
積等のストック情報（経年比較・類
似団体比較・各自治体の分析コメン
トを含む）を「見える化」
様々な条件で自治体間の比較がで
きる形での「見える化」の検討を行
う。

多面的な視点から自治体の
財政を「見える化」することに
より、自治体自らによるチェッ
ク及び住民による財政分析が
可能となる

改革の成果
（アウトカム）

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

一人当たりの決算
情報について、経
年比較・類似団体
比較・各自治体の
分析コメントを含め
て総務省HPにて公
表
毎年度状況を更新
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
①計画の策定を促進

②更新・統廃合・長寿命化等の
取組の進捗を踏まえた継続的な
計画の見直し・充実化や施設の
集約化・複合化等を促進

③先進団体の取組・ノウハウを
横展開

④資産老朽化比率等の複数の
指標を適切に組み合わせて経
年比較や横比較を行うことで、
老朽化対策の進捗状況を「見え
る化」

各自治体分をとりま
とめて統合した上
で、2016年度の早
い時期に総務省HP
にて公表
年に1回程度状況
を更新

 改革期間内
各都道府県を通じて、年に1
回程度、状況を把握

⑤個別団体ごとの資産老朽化
比率や一人当たりの投資的経
費の内訳（既存施設更新・新規
施設整備）、維持補修費も含め
た決算情報について、経年変化
や類似団体比較等を実施した上
で各団体の分析コメントを付して
公表

一人あたりの決算
情報について、経
年比較・類似団体
比較・各自治体の
分析コメントを含め
て総務省HPにて公
表
毎年度状況を更新

 改革期間内
2015年度決算より、毎年度
の地方財政状況調査（決算
に関する調査）等において
左記の元データを把握

各団体の公共施設
等総合管理計画の
情報を総務省HPに
て公表
毎年度状況を更新

 厳しい財政状況が続く中で、
 今後、人口減少等により公共
 施設等の利用需要が変化して
 いくことが予想されることを踏
 まえ、早急に公共施設等の全
 体の状況を把握し、長期的な
 視点をもって、更新・統廃合・
 長寿命化などを計画的に行う
 ことにより、財政負担を軽減・
 平準化する。
 地域社会の実情にあった将来
 のまちづくりや、国土強靱化に
 も資する

自治体や住民が、公共施設の
老朽化の程度や負担の程度
を把握することにより、公共施
設のストック量の適正化を促
す

改革の成果
（アウトカム）

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項

地方財政：公共施設等総合管理計画

老朽化の状況や利用状況をはじめ
とした公共施設等の状況、総人口
や年代別人口についての今後の見
通し、公共施設等の維持管理・修
繕・更新等に係る中長期的な経費
の見込みやこれらの経費に充当可
能な財源の見込み等

施設更新等の経費見込みや延床面
積に関する目標などの総合管理計
画の主たる記載項目を、資産老朽
化比率や毎年度の取組内容も含め
て横比較できるように各自治体分を
統合し「見える化」

固定資産台帳の整備とあわせて、
各自治体の「資産老朽化比率」を
「見える化」し、将来負担比率との
「組合せ分析」を行うとともに、一人
当たりの投資的経費の内訳（既存
施設更新・新規施設整備）、維持補
修費も含めた決算情報を「見える
化」
（経年比較・類似団体比較・各自治
体の分析コメントを含む）

総務省  ①2016年度
 ②2017年度から改革期間
 内
 ③改革期間内
各都道府県を通じて、年に2
回程度、各団体の策定・公
表状況を把握
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
①統一的な基準による地方公会
計の整備を促進

② 各団体の財務書類や固定資
 産台帳を総務省ホームページに
 おいても公表・地方公会計等を
活用し、予算編成等の財政マネ
ジメントを強化

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
①重点事業（下水道事業、簡易
水道事業）を中心に、公営企業
会計の適用を推進

②公営企業会計の適用の進捗
状況を調査、各都道府県･市町
村別に公表（毎年度）

③「経営比較分析表」の公表分
野の拡大(毎年度２～３事業分
野程度)や廃止・民営化等の検
討に資する指標を研究会等で検
討の上、追加する等内容の充実
を図り、公営企業の全面的な
「見える化」を強力に推進

各公営企業の基本データ（普及率、
給水人口、給水原価等）及び経営
の健全性・効率性・老朽化の状況を
示す指標の経年変化・類似団体比
較を示したグラフ・表並びに各公営
企業による分析コメント。2015年度
は、上・下水道事業について公表。
集中改革期間において、毎年度２
～３事業程度、公表分野を拡大

「経営比較分析表」における
分析は、経営、事業等の分野
ごとに適切な指標を活用し、
複数の指標を組み合わせた
分析や、 経年比較や他の自
治体等との比較を行い、経営
の現状、課題等を的確、簡明
に把握する （経営比較分析
 表）

総務省・都道府県
HPにて公表

 2016年度～2018年度
都道府県を通じて、年に1
回、各指標等を調査し、毎
年度2月を目途に公表

把握した整備状況
をもとに、各自治体
の情報を総務省HP
にて公表
毎年度状況を更新

総務省HPにて、各
自治体の進捗状況
をとりまとめて公表

公営企業会計の適用拡大に
より、貸借対照表や損益計算
書等の財務諸表の作成等を
通じ、自らの経営・資産等を正
確に把握する （適用拡大）

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

 財政のマネジメント強化のた
 め、セグメント情報やストック
 情報を予算編成等に積極的
 に活用し、自治体の
自治体や住民が、これまで見
えにくかった行政のフルコスト
やセグメント情報・ストック情報
を把握し、予算編成等に積極
的に活用するといった限られ
た財源を「賢く使う」取組を促
す
固定資産台帳により土地情報
も見える化し、その有効活用
を促す

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項

地方財政：地方公会計

総務省

総務省

公営企業会計を適用した都道府県
名・市町村名一覧及び各都道府県
別の適用済自治体の割合

各自治体における固定資産台帳を
含む統一的な基準による地方公会
計の整備を推進するとともに、
各自治体の固定資産台帳、統一的
な基準による財務書類の情報を公
表

地方財政：公営企業会計

 ①2016年度～2017年度
 ②2018年度から改革期間
 中
各都道府県を通じて、年に1
回程度、各自治体の整備状
況を把握

 2016年度～2019年度
都道府県を通じて、年に1
回、進捗状況を調査し、6月
を目途に公表
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
地方交付税の各自治体への配
分の考え方・内容の詳細、経年
変化 について、市町村分も含め
 誰もが活用できる形で総務省
 ホームページに公開

各自治体への配分の考え方、内容
の詳細、経年変化について、市町
村分も含め誰もが活用できる形で
総務省ホームページに公開

 自治体や住民が自ら又は他
 の自治体における交付税の配
 分について把握できるように
 することで、自発的な改革を
 促す
地方交付税について、誰もが
活用できる形での情報開示を
進める

総務省ＨＰにて各
自治体への配分の
考え方、内容の詳
細、経年変化を公
開

 2016年度
2016年8月を目途に実施

トップランナー方式について、そ
の趣旨、経費の算定基準、今後
のスケジュールの考え方を「見
える化」

制度の趣旨、経費の算定基準、今
後のスケジュールの考え方をホー
ムページで公表

多くの自治体が自ら先進的な
取組を応用・実施することを促
す

総務省ＨＰにて制
度の趣旨、経費の
算定基準、今後の
スケジュールの考
え方を公表

2016年度より実施

総務省

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項

地方財政：地方交付税

その他
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
①現状について、「見える化」・
比較可能な形での公表を実施
予定

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

②

2015年度より実施

②総務省・各自治体において、
民間委託やクラウド化等の取組
状況（実施率）、住民一人当たり
コスト、歳出効率化効果や今後
の対応方針について、「見える
化」・比較可能な形での公表を
検討・実施

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

改革の成果
（アウトカム）

 2016年度
民間委託に係る歳出効率
化の成果について、窓口業
務、総務事務に係る業務改
革モデルプロジェクトにおい
て把握手法を検討・確立
（2016年～）。
住民一人当たりコストや民
間委託等による歳出効率化
効果について、試行的な算
定のフォーマットを作成し、
算定結果を年度内に公表す
る。
把握手法を活用して、住民
一人あたりコストを見える化
（2017年～）。同コストの経
年比較により取組状況を検
証

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
・公共サービス関連情報の「見え
る化」について、具体的に検討
（内閣府においてとりまとめ、経
済財政諮問会議においても議
論）

改革工程表に盛り込まれた「見える
化」項目の実施を着実に進めるとと
もに、更なる「見える化」の可能性に
つき具体的に検討

「見える化」は、行政サービス
をめぐる問題の所在、改革の
必要性や方向性を共有するた
めの基盤的なインフラであるこ
とにかんがみ、公共サービス
関連情報の「見える化」の徹
底、誰もが活用できる形での
情報開示を進める

改革の成果
（アウトカム）

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

内閣府・関
係府省庁

検討中 2016年度の検討結果に基
づき、改革期間に実施

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項

公共サービス関連情報

検討中①②民間委託の実施状況、指定管
理者制度等の導入状況、窓口業務
の状況、総務事務センターの設置
状況、クラウド化の実施状況（団体
数、対象業務数等）、公共施設等総
合管理計画の策定状況、地方公会
計の整備等の取組状況を見える化
し、比較可能な形で公表。各団体ご
とに統一した様式（表）で見える化
し、グラフや日本地図で比較

②民間委託に係る歳出効率化の成
果について、窓口業務、総務事務に
係る業務改革モデルプロジェクトに
おいて把握手法を検討・確立。当該
把握手法を活用して、住民一人あた
りコストを見える化。同コストの経年
比較により取組状況を検証

自治体や住民が他の自治体
における取組状況を把握可能
にすることで、質の高い公共
サービスを効率的・効果的に
提供し、地方行政サービス改
革を推進する自発的な取組み
を促す

総務省

民間委託・クラウド化等
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
①パフォーマンス指標（各府省
の行う規模が一定以上である等
の主要な事業に対する成果を計
測する指標）を検討・特定。
②進捗状況を「見える化」し、行
政事業レビューの取組とも連携
しつつ、各府省庁、各自治体自
らが成果を評価したり類似団体
間で比較可能とする

国庫支出金の事業の現状の把握の
ため、所管府省庁を対象に調査を
実施し、一定の金額以上または重
要であると判断される国庫支出金に
ついて、所管府省庁からヒアリング
を実施。調査・ヒアリングで明らかに
なった実態や課題等をもとに、国庫
支出金の性格に応じ、具体的な検
討を進め、国庫支出金のパフォーマ
ンス指標の設定に関する横串を通
した全体の仕組みを構築。
地方の活性化を目指す交付金・補
助金等のうち、自治体を介さない交
付金・補助金等についても、自治体
の取組との整合性や地方独自の工
夫の引き出し方も含め、ワイズ・ス
ペンディングに向けた検討を行う

 ①2016年度
 ②2017年度
2016年度～2017年度に実
施

③②都道府県別の一人当たり
行政コストとその財源内訳（地方
税・地方交付税・国庫支出金等）
の「見える化」を行い、比較可能
な状態にすることで、その経年
変化のモニタリング等を行う。そ
の際都道府県とも、域内の基礎
自治体の情報を共有し、連携し
て取り組む

都道府県・市町村の普通会計決算
として把握される行政コストとその
財源内訳。当該データを用いたグラ
フ等

 2018年度～2020年度
①の検討結果を踏まえ2018
年度～2020年度に実施

 ④「行政サービス・事業に要した
 費用」及び「経済社会面、行財政
 面からの効果」（費用対効果）が
 わかる指標・データを検討し、明
 らかにする

 パフォーマンス指標の「見える
 化」を踏まえ、費用対効果を明
 確化し、国庫補助金や地方交
 付税の配分を見直す

 内閣府・制
 度所管府
 省庁

 2018年度～2020年度

パフォーマンス指標の「見える
化」を踏まえ、費用対効果を明
確化し、国庫補助金や地方交
付税の配分を見直す

改革の成果
（アウトカム）

改革の進捗
（インプット・
アウトプット）

検討中内閣府・制
度所管府

省庁

３．地方行財政改革・分野横断的な取組の「見える化」事項

パフォーマンス指標（関係法令、国庫支出金・地方交付税の配分の見直し）
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順
〇自治体別の児童生徒１人当たりの
教職員人件費、学校の運営費、学校
の業務改善の取組、学級数別学校数
等
〇学校規模の適正化に関する自治体
別進捗状況（対策の検討に着手して
いる自治体の割合、統廃合等の件
数・経費）
〇校務支援システムの導入率
〇ICT活用による遠隔授業実施状況

①自治体別の児童生徒１人当たりの
教職員人件費、学校の運営費、学校
の業務改善の取組、学級数別学校数
等
②学校規模について課題を認識して
いる市区町村のうち課題解消に向け
た検討に着手しているものと既に検
討が終了しているものの合計が占め
る割合、過去一定期間の統廃合等の
件数・経費
③全学校数のうち校務支援システム
を
整備している学校数の割合
④ICTを活用した遠隔教育の実施校・
開設科目数

〇学校規模の適正化、学校運営
の効率化の状況について比較可
能な形で明確化し、先進的な自
治体の取組の導入を促進し、教
育の質を向上

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

〇文部科学
省、都道府
県、市町村

①自治体別の児童生徒１人
当たりの教職員人件費、学
校の運営費、学校の業務改
善の取組、学級数別学校数
等
②学校規模について課題を
認識している市区町村のうち
課題解消に向けた検討に着
手しているものと既に検討が
終了しているものの合計が
占める割合、過去一定期間
の統廃合等の件数・経費
③全国の都道府県・市区町
村の校務支援システムの導
入率
④都道府県別の遠隔教育実
施校数・開設科目数

〇2015年度から
調査・公表、順
次取組推進・拡
大

〇義務教育に係る成果と費用、環境
要因（実証研究）
➢対象とすべき教育政策：各種の加
配措置、少人数教育、習熟度別指導
等多様な教育政策
➢測定すべき教育成果・アウトカム：
知識・技能、思考力・判断力・表現
力、学習意欲等；コミュニケーション能
力、自尊心・社会性等の非認知能力；
児童生徒の行動

〇義務教育に係る成果と費用、環境
要因
➢対象とすべき教育政策：各種の加
配措置、少人数教育、習熟度別指導
等多様な教育政策
➢測定すべき教育成果・アウトカム：
知識・技能、思考力・判断力・表現力、
学習意欲等；コミュニケーション能力、
自尊心・社会性等の非認知能力；児
童生徒の行動

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

〇文部科学
省、都道府
県、市町村

実証研究の成果の概要 〇2015年度中に
研究の枠組み・
体制等について
検討、2016年度
から着手、計画
的に実施・拡大

〇全国学力・学習状況調査の研究活
用（文科省委託研究以外での大学等
の研究者によるデータ活用・研究）

文部科学省からの委託研究等を除く
大学等の研究者による全国学力・学
習状況調査の詳細データの活用状況

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

〇文部科学
省

委託研究等以外での、大学
等の研究者への詳細データ
の提供状況等

〇2016年度中に
貸与ルール整
備、2017年度か
ら研究活用開始

〇教職員定数の見通し 義務教育諸学校の教職員定数の中
長期的な人数見通し

○改革の成
果（アウトカ
ム）

〇文部科学
省

年度ごとの教職員定数の推
移

〇2018年度まで
に策定、公表、
提示

文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等　（文教・科学技術）

〇教育政策について、成果及び
費用、背景にある環境要因を総
合的に考慮したPDCAサイクルを
確立し、教育の質を向上
 教育政策の成果・アウトカムにつ
 いて、実証研究を通じて、都道府
 県ごとに科学的な手法に基づき
 費用対効果をチェックし、教育の
 質を向上
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順

文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等　（文教・科学技術）

〇大学間の連携、学部・学科の再編・
統合の実施状況

当該年度の４月１日時点の組織整備
の状況

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

組織整備の状況の一覧、設
置組織の概要・名称等

〇大学等と民間企業との共同研究件
数・受入金額

大学等と民間企業との共同研究件
数・受入金額

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

大学等と民間企業との共同
研究件数・受入金額

〇国立大学における寄附金受入額 各国立大学法人財務諸表における
「寄附金の明細」による各年度毎の寄
附金受入額

○改革の成
果（アウトカ
ム）

受入額（千円）

〇地域の企業ニーズと大学等の技術
シーズとのマッチングによる共同研究
件数

JST「マッチングプランナープログラム
（企業ニーズ解決試験）」によって支
援を受けた課題のうち、事後評価に
おいて実用化に向けた次の研究開発
フェーズに進むための十分な成果が
得られた件数。

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

共同研究件数（件）

〇国立大学の若手（40歳未満）の本
務教員数

　「学校教員統計調査」における国立
大学本務教員のうち、40歳未満であ
る者の人数。

○改革の成
果（アウトカ
ム）

国立大学における40歳未満
の本務教員数

〇クロスアポイントメント適用教員数 平成26年12月の「クロスアポイントメ
ント制度の基本的枠組みと留意点」を
踏まえ、国立大学法人において実施
されているクロスアポイントメント制度
の全法人での適用者総数。

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

適用教員数（総数）

〇各国立大学における民間資金獲得
のための方策の整理状況

国立大学法人のうち民間資金獲得の
ための方策について整理した大学数

○改革の進
捗（インプッ
ト、アウトプッ
ト）

国立大学法人のうち民間資
金獲得のための方策につい
て整理した大学数

〇2016年度から
毎年度、調査・
公表

〇2015年度から
毎年度、調査・
公表
若手教員につい
ては2018年度及
び2020年度

〇大学ごとの取組の達成状況を
比較可能な形で明確化し、各大
学の取組を促進

〇文部科学
省、国立大
学法人、科
学技術振興
機構
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（計画開始時点の「見える化」事項整理表）

「見える化」事項 「見える化」事項の内容の詳細 「見える化」のねらい 対象 実行主体
「見える化」の

コンテンツ
「見える化」の

手順

文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等　（文教・科学技術）

〇応用研究向け研究費制度へのマッ
チングファンド型適用状況

○マッチングファンド型を適用した応
用研究向け研究費制度

〇マッチングファンド型適用拡大
による研究成果最大化の取組を
促進
 研究費制度ごとの適用状況を比
 較可能な形で明確化し、各大学
 の取組を促進

○改革の進
捗（アウトプッ
ト）

〇内閣府科
学技術担当

マッチングファンド型を適用し
た応用研究向け研究費制度

〇2016年度前期
に適用対象制度
を設定、毎年度
適用状況を調
査・公表

○共用や合算使用が可能である旨を
明らかにしている制度数（公募要領な
ど）

○共用化・合算使用促進による
研究成果の最大化の取組を促進

○改革の進
捗（アウトプッ
ト）

〇内閣府科
学技術担当

可能な制度数 〇2015年度から
毎年度、調査・
公表

○共用システムを構築した研究組織
数
研究室毎に分散管理されている研究
設備・機器を一元的にマネジメントす
る共用システムを構築した研究組織
の数

○研究開発と共用の好循環を実
現し、我が国の科学技術イノベー
ションの更なる発展に寄与し、予
算の質の向上
 共用化・合算使用促進による研
 究成果の最大化の取組を促進

○改革の進
捗（アウトプッ
ト）

〇文部科学
省 内閣府科
 学技術担当

共用システムの構築状況 〇2015年度から
随時、審議会に
おける進捗確認
を通じて把握・公
表

〇購入した研究設備の共用が可能な
事業制度数、研究費の合算使用が可
能な事業制度数、共用システムを構
築した研究組織数
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