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第１１回 制度・地方行財政ワーキング・グループ 議事要旨 

 

1. 開催日時：2016年7月26日（火） 13:30～15:30 

2. 場    所：中央合同庁舎4号館 4階 共用第2会議室 

3. 出席委員等 

主査 高橋 進 日本総合研究所理事長 

委員  牧野 光朗 長野県飯田市長 

同  佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

同  鈴木 準 株式会社大和総研主席研究員 （オブザーバー参加） 

羽深内閣府審議官 他内閣府事務局 

 

（概要） 

（１）国と地方におけるＩＴを使った業務改革への取組について 

・第二次報告の概要について、総論の次の各府省の個別業務改革・情報システ

ム改革が挙がっており、50億円以上については年金給付システムがまだだと

いうことだが、これは今後、具体的にどのような業務改革とシステム改革に

取り組まれるのか教えていただきたい。また、②に農業水利施設管理等の業

務改革とあるが、これは具体的にはどのような話なのか。 

また、ここではいわゆるコスト削減で効果を書いているが、具体的にどうい

う業務改革を一緒に進めたのか。 

→年金については、徴収システムの見直しや、マイナンバー対応の計画と取

組が進んできており、今後、同様に給付システムの見直しを手がけるとい

う段階であり、計画作りを始めるということである。 

→やはりマイナンバーの導入などが一つのてこになって、そこを前提にし

て改革を進めていくということか。 

→てこになる部分もあるし、逆にそちらの準備を進めつつ直近で必要な

ものを直さなければならないということもある。それについてはケー

ス・バイ・ケースだとお考えいただきたい。 

２点目の農業のところは、細かい内容については私も全て把握してい

ないため、後ほどまた回答させていただきたい。コスト削減のほうを

先にお話しさせていただくが、国においては、システムの整備及び管

理のガイドラインと、政府CIOのヒアリングを通じてまとめた心得帳の

ようなものがあり、もう一つコスト削減の手引書というようなものを

作っている。ハードウエアをどう見直すか、サーバーのスペックをど

う見直すか、ソフトウエアをどのように削減していくか、また、実際

にアプリケーションを見直す際のエンジニア業務をどう効率化するか、
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あとはネットワーク等の見直しについて手引書としてまとめている。

これは先日、私も自治体を訪問して、国の取組だと話したところ、非

常に関心を持ってもらえたので、国・地方関係なく共通的に利用でき

るノウハウだと感じており、積極的に紹介したいと考えている。 

 

・自治体クラウドだが、共同化・共同処理という面での業務改革が自治体クラ

ウドの活用につながっていく側面が大きいと思うので、やはり共同処理・共

同化というところが業務改革の一つの目玉になると思うが、取組体制はどう

か。 

→自治体クラウドについては、おっしゃるとおりであり、自治体個々で見る

と、何が標準で何が効率化か判断しづらいと思われるので、原課同士も一

緒にやって業務を共通にするところまで行くのが本当の意味での共同化だ

ろうと考えている。そうなれば結果的にはソフトウエアも１つになるので、

割り勘効果の高いソフトウエアのコストメリットも得られると考えている。 

→共同化については、この夏にも自治体に示していこうと思っている助言

の内容の中でも、具体的に業務の標準化の手続を明確に位置づけており、

そこで個別の団体が個別の仕事のやり方を主張してしまうと、結局カス

タマイズしてコストも高くなってしまうということになるので、そうい

ったところをきちんと話し合って、業務の標準化を進めていただきたい

ということは明確に位置づけている。 

 

・自治体クラウドの効果については、コスト削減ということもあると思うが、

コスト削減だけを狙って各自治体が実施しているわけではないと思う。今後、

未実施の自治体を誘い込んでいくためには、コストだけではなく、このよう

な効果があるということを複眼的に言っていただくと効果があると思うがど

うか。 

→まさにおっしゃるとおりである。熊本の地震等も踏まえ、BCPやバックア

ップをきちんとやったほうがいいだろうという考えも増えている。自治体

の外にデータを置くことに対しても最近は抵抗が減ってきているので、

BCPを進める上でも非常に良いことだと考えている。 

先ほどのコンビニ交付や、今検討を進めている子育て、防災などもそうだ

が、一つ一つの自治体で行うよりも、まとめたシステムにそのような機能

を追加するほうが効率的であり、新しいものに対しても割り勘効果が効く

ということもあるので、行政サービスの追加にも役に立つものだと思って

いる。そういった観点で、政府CIO自ら自治体の首長に直接伝えていると

ころである。 
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→コスト削減以外の複眼的な売り込み内容については先ほどあったとおり

であり、昨今で言えばセキュリティー対策も非常に重要になっているの

で、そういった面もあわせて自治体のほうに伝えていく必要があると思

っている。 

 

・市町村がこのようなことに取り組む場合に、県のリーダーシップが非常に重

要ではないかと思う。佐賀県などの例があったが、そのような観点で県に働

きかけることが有効ではないかと思うが、その辺の取組はどうか。 

→県の働きかけについて、岐阜県では30数団体が共同化できているが、その

ようなところはやはり県の働きかけも大きかったと聞いている。最終的に

いろいろなやり方はあるようだが、やはり最後に後押しするのは県だと思

っている基礎自治体は多いので、働きかけていただくことは非常に有効で

はないかと考えている。 

→先ほど御説明した円グラフに、協議会や一部事務組合、広域連合等の枠

組みがあったが、それは実際にクラウド化を進める段階に当たっての整

理であり、その前段階にクラウドに取り組むに向かってのフェーズがあ

る。そういったときに、やはり県のイニシアチブというのは非常に重要

であると思っているので、総務省としても、県サイドには働きかけを強

めていきたいと考えている。 

→県に対して働きかけは今も行っているのか。そのときに、県によって

取組姿勢は異なるものなのか。 

→これまでも働きかけはしてきているが、一度具体的に市町村と検討

したがやはりだめだったとか、今はセキュリティー対策を優先した

い等、いろいろな状況がある。いずれにしても、今回一つの整理・

分析案ができたので、改めて地方には呼びかけをしたいと考えてい

る。 

 

・自治体クラウドについて、内閣官房のデータを見ると平成27年４月現在で、

総務省のものも平成27年４月現在なのだが、１年前である。現段階において

もこの規模感は余り変わっていないと思っていいのか、それとも、少し進ん

でいると思ったほうがいいのか。平成29年度までに倍増ということになって

いるが、現段階でどのぐらいなのか。 

総務省の分析はおもしろいが、これを組み合わせた形を知りたい。例えば最

後に出てくる費用削減効果、もちろん今回、費用削減だけが目的ではないと

しても、費用削減効果が高いグループというのは具体的にはどんなグループ

なのか。関係あるかわからないが、クラウドグループの推進の仕方、例えば
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協議会方式か、一部事務組合方式か、あるいは人口や業務の範囲が関係する

のか。基幹系事務システムだけではなくて内部管理も入れている方が削減効

果が高いのか。どんなグループの削減効果が高くて、どんなグループの削減

効果が低いかということと、検討期間も、同一ベンダーだと議論がしやすく

て同一ベンダーでないと難しいというのは一般論としてはわかるが、どのよ

うなグループは時間がかかって、どのようなグループが挫折しやすかったの

かということについて、多面的な観点からの分析はあるのか。 

→多面的な分析については、コストの削減についても難しい面がある。例え

ば、事務が多ければコスト削減が大きいかと言えばそのようこともなく、

10団体がベンダー１社にまとまったらコスト削減が大きそうな感じもする

が、そのような有意な関係も見られない。複眼的な分析も大切だと思うの

でもう一度データを分析したい。データの時点については、我々の資料は

平成28年１月１日の状況である。 

 

・IT室の第二次報告の説明について、第１階層のKPIであるシステム数のみな

らず、第２階層のコストの面もほぼ達成見込みであるとの点は非常にすばら

しい。一方で、資料１に数多く示されている金額の削減がグロスベースで行

われているということは間違いないと思うが、例えば今後、民間でも言われ

ているサイバーセキュリティ対策のコストや、システムの見直しが発生する。

先ほどコスト削減に関する手引書の話もあったが、今後増えていく費用も併

せて考えてネットベースで見たときには、どれぐらいの費用の効率化が行わ

れたと言えるのか。あるいはそういった視点についてのお考えを伺いたい。 

→システムの投資計画は一元化されており、その予実も含めて、数カ月に１

回確認できるような状況になっている。システムによっては、改善等を急

遽やらなければならないものもあるので、場合によっては増えるものもそ

の時点ではあるが、全体として削減を積み上げているという結果が資料の

内容である。CIOの意向としては、例えば、今までやってきたものに加え

て、他の府省の情報を合わせたらもっといいサービスになるのではないか

とも言われており、それには今までにない投資等が必要なため難しい面も

あるが、減らした分を有効活用して、そのような取組を進めていく心構え

でやるよう指導を受けている。 

 

・自治体クラウドの分析について、業務効率化や費用削減がどのようなところ

でより大きく発生しているのかが明らかになるとよい。少なくとも資料２の

（６）と（１）や、（６）と（２）をマトリックスで見たときに、何か言え

るのか言えないのか。つまり、費用削減効果は団体数と人口とでどちらが有
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意に効くのか。あるいは自治体クラウドのグループ化において、規模の経済

はどれぐらい働いているのか。対象業務によってもコスト削減効果は違うと

思うが、そういったことも含めて分析し、「見える化」するとよいのではな

いか。 

→クロス分析を含めた研究の深掘りについては、研究をしていきたいと思っ

ている。 

 

・自治体クラウドについて、先ほど共同化が重要という議論があり、説明の中

でも対象団体の拡大が望ましいというお話があったが、グループ化において

最適規模のようなものはあるのか。参加団体数は多ければ多いほど本当にい

いのか、増え過ぎたときのデメリットは全くないのか。そのあたり、最適規

模を分析で今後示していただけると、導入を広げていく上でよいのではない

か。 

→当省として、どれくらいの団体であれば良いという物差しはなく、例えば

県境をまたいでクラウド化しているような例もある。他方で、クラウド化

を進めるに当たっては、実際に会って、業務の共同化や共通化について密

に話し合う場があって進んでいくので、自ずとその規模は、同じ県域の中

や１つの地域になってくる場合が多い。いずれにしても、未導入団体も多

いので、まずは共同でクラウド化を進めることを目指していきたいと考え

ている。 

 

（２）概算要求に向けた考え方について 

・地方創生推進交付金について、事業概要・目的のところでKPIの設定とPDCA

サイクルの確立と書いているとおり、当初からここをどううまく作るかが一

つのポイントだが、一方で、成果が出てくるまでに時間がかかることもある

ので、成果一辺倒ではなく、自治体の自助努力、主体的な取組をどう評価す

るかというところも一つポイントになる。そのようなことも含めて、この

PDCAを回すための仕組みをもう少し具体的に、効果検証の仕組みなどを御説

明いただきたい。 

→実際の執行に当たっては、例えば今回もこの夏から始めるが、第２次申請

に向けて個別相談会のようなものを各地で開催する。そこで自治体からア

イデアの相談があれば、交付金の審査に慣れた人間が助言を行っている。

PDCAの回し方については、基本的には先ほど申し上げたところだが、そも

そも事業申請時において、KPIが原則としてアウトカムで設定され、基本

目標と整合的であり、その検証と事業の見直しのための仕組み、PDCAが外

部有識者や議会の関与等がある形で整備されているということを申請要件
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にしているので、これで一定のPDCAなりKPIの確保はできている。従って、

当然、KPIやPDCAの仕組みが甘い事業については、断らざるを得ないとい

うことである。 

→最後のページで、外部有識者の意見聴取などで効果を検証と書いてある

が、ここがまさにその効果を図るということか。 

→当然、申請の時点でまずこういった仕組みを入れてもらうとともに、

国にも報告してもらい、その状況を見て、翌年度以降どうするかを決

めている。 

 

・全体で1,000億円で、もらっている団体数が648あるので、単純に考えると１

団体１億ちょっとになると思うが、それが意図だったのかどうかということ

を伺いたい。これだけの数の団体が、図書館のサービス推進や駅前の活性化、

スーパーの操業等かなり細かい事業をやっている。地方創生の起爆剤を狙っ

ていたのではなかったのかと考えると、広く薄く満遍なく事業が展開されて

おり、これは効果としてどうなのかと素朴な疑問がある。 

これは何年間かにわたって受け取ることになるのか。毎年予算が変わらない

とすれば、卒業していってくれればいいが、この648団体が何年間か受け取

ることになれば新規の受け入れは厳しくなってくると思うが、それは予算の

増額で求めていくという考えなのか。あるいは先ほどのPDCAを回して行く中

で入れ替えて、いい事業だけを残して行くという選別を強化するという考え

方なのか伺いたい。 

→この648団体はあくまで申請ベースであり、まだこのうちで落ちるところ

もある。現在、ちょうど審査の大詰めの状況であり、事業の規模としては、

例えば先駆タイプの事業だと、国費ベースだと都道府県で２億円目安、市

区町村で１億円目安。そのほかの横展開タイプ、隘路打開タイプだと、都

道府県だと国費ベースで0.5億円目安、市区町村で0.25億円目安としてい

るので、細かい事業もあると思うが、基本的な考え方としては、自立性や

官民協働、地域間連携、政策間連携、自走性、人材の確保・育成につなが

るようなものを評定していくということであり、なるべくいい事業を選定

していきたいと思っている。いい事業が選定された場合には、それを横展

開と言うか、好事例として出していき、それを見て自治体の方々が、さら

にそれをハイブリッド化することを期待している。 

PDCAを回していく中で、自分たちでやめるというのならば、そこで新しい

事業を出してもらうこともある。申請事業数については原則として都道府

県５事業、市区町村２事業としているが、今回それが厳しいということで

若干要件の緩和をして、都道府県は６事業、市区町村は３事業ということ
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でやっている。いずれにしても、執行状況等を見ながら、ばらまきになっ

てはいけないという哲学は踏まえつつも、制度の改善をしていく方針であ

る。 

→申請ベースで648とあったが、大体どれぐらいの数に絞られると思えばい

いのか。 

→審査においては外部有識者の方にお願いしており、今まさにその大詰

めである。私は予算の取りまとめをしているが、具体的な個々の事業

の審査にはかかわっていないので承知していない。 

 

・我々も好事例の横展開というのをやっていかなければいけない。その中で、

事例集を作って配っているだけでは横展開しないので、事例を抽出して、現

場に行こうと思っている。まさにこの優良事例の横展開や、既存事業の隘路

を見出し打開する取組というものは横展開するために必要なことなので、こ

こでどのような事例が実際にあるのかというのをぜひ共有させていただきた

い。 

→ホームページには載せるが、そのときにはきちんと配布させていただくよ

うに手配させていただく。 

 

・先導的な地方公共団体の取組の内容をどうやって横展開をさせていくかとい

うことが非常に重要だが、そのためにはうまくいった取組をきちんと分析し

て、それをこうすれば他の地方公共団体に横展開できるというところまで持

っていかないといけない。単に事例集を配ればいいというものではないと思

うので、そのあたりについてもう少し伺いたい。 

→２次申請に向けて個別相談会を行い、そこで好事例が頭に入っている審査

のノウハウを持ったスタッフが個別に自治体の相談に乗ることにしている。

また、個別に相談もあるので、そういった中で横展開の事例を踏まえて、

いろいろアドバイスさせていただいている。 

→ノウハウを持った方を一つの中核にしていくということはあると思うが、

より組織的に、より広く知らせていくために、私どももプラットフォー

ムを作って、特に案件を限らず、クラウドや業務改革、医療等の好事例

も横展開したいと考えている。事例を抽出して横展開の手法が確立でき

れば望ましいので、ぜひこれからもう少し議論させていただきたい。 

 

・連携中枢都市圏について、連携中枢都市圏の取組16団体のうち日本海側が１

都市しかないという話を聞いたが、地域的に偏りがあるのではないか。何の

ために連携中枢都市圏を作るのかということを考えたときに、なぜ太平洋側
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だけに多いという偏りができてしまったのかということは問題にならないの

か。そもそも地域が抱えている問題を解決するために連携中枢都市圏を作る

のだとすれば、その偏りはいかがなものかというところは私も疑問として感

じるがどうか。 

→地図を見ると必ずしも日本海側に少ないというわけでもないが、現に圏域

形成がされている事例が少ないという趣旨であろうかと思う。 

前提として、市町村の広域施策というのは今に始まったことではなく、昭

和40年代から広域市町村圏というのをやってきた。これは日本の国土をす

き間なく、重複なくパズルのように切り分けて、数百程度の圏域をつくっ

て広域市町村圏施策をやったわけだが、率直に言って、ほとんど成果がな

かったと総括せざるを得ないと思う。やっているというだけの意味を超え

て、都市が気概を持って一肌脱いで圏域を牽引するといった仕組みになっ

ていなかったという反省もある。現在は、一定の規模、能力を持つところ、

圏域を引っ張れるところに期待をして圏域形成を図るということを考えて

いる。 

指摘があったように、我が国の国土の中でそういった地域ばかりでないこ

とは確かであり、連携中枢都市圏の施策でカバーできていない点は２つあ

る。１つは三大都市圏である。ここは中心市があるような国土構造になっ

ていないので、別途の手当てが必要だろうということ。もう一つは、いわ

ゆる条件不利地域等である。こうしたところについてどのような手が打て

るのか。ここは今、やや後回しになっているが、この連携中枢都市圏と並

行して検討していかなければいけないと認識をしており、今後、並行して

検討していきたい。なお、日本海側の都市からもいろいろと引き合いは来

ている。つい昨日も鳥取市に呼ばれて講演をしてきたが、こうしたところ

への支援も欠かさず進めていきたいと考えている。 

→私も、全国を600に切って一律に連携中枢都市圏を作れなどということを

申し上げるつもりは全くない。ただ、今の話だと、連携中枢都市圏か三

大都市圏か条件不利地かという３つになるわけだが、日本海側もそれな

りの都市があり、連携中枢都市圏とまでは至らないにしても、似たよう

な悩みは抱えているし、むしろ悩みはもっと深いかもしれない。条件不

利地とならないまでも悩みの多いところがあると思うので、その辺をく

くっていくときに連携中枢都市圏以外のコンセプトでグループ化するな

どして、抱えている行政課題を解決していく手段も必要なのではないか

と思う。 

そのような意味で、総務省として連携中枢都市圏以外の都市のくくり方

や連携の仕方があったのか伺いたい。 
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→同種のものという意味ではないが、１つは定住自立圏があり、この施

策がもう少し小さなエリア、小さな圏域で進んでいる。それ以外は、

実はさしたるものはなく、私どももこの施策を作るとき、あるいは進

めていくときに常に悩みを持っているところである。具体的にそのよ

うな話があるようであれば、私どもとしてもよく相談に乗っていきた

いと考えている。ただ、何よりも薄まきになることを一番警戒してい

るところなので、両てんびんで考えていきたい。 

 

・連携中枢都市圏を作るときには、既存の各自治体の業務を改革する、あるい

は共同化して連携するという大きなチャンスだと思うので、このような取組

と、前半であった例えばシステムの共同化やクラウド化等と一緒に組み合わ

せていくのはどうか。 

→まさにそのとおりであり、例えば播磨圏域、姫路市などを中心とする取組

だと、図書館の貸し出し業務の一元化を行っている。これなどはシステム

の共通化、ワークフローの共通化を当然伴うものであり、事務の効率化が

図られるとともに、サービスの向上にもつながる事例になっている。 

また、もう一つは、広く薄く存在している高度な行政サービスについて、

個々の市町村で見ると年に１件ぐらいしか仕事が出てこないがどうしても

やらなければいけないというような類のものは、個々の市町村では専門の

職員を置けないが職員がゼロにもできないという悩みの種になっている。

そうしたものを大きな圏域で、特に中心市がその機能を持つことによって、

専担職員を置いて高い行政水準を確保するとともに、行政の効率化も図れ

るといった要素がある。こうしたものも広い意味での共同化あるいは共通

化だと思うので、そういったものについても、これから多く取り込んでい

くようにしたい。 

 

・定住自立圏と連携中枢都市圏共通の課題として挙げられることは、関係する

市町村間で課題を共有するために、市町村間の協議がどれだけ実のあるもの

にでき、方向性を共有できるかということである。 

これは定住自立のほうでもずっと議論がされていることだが、市町村の中に

は、あめ玉のような形での交付金を取りに行くための施策というような考え

方をしがちなところはあるかと思うが、そうではなくて、市町村間の協議を

深めてもらうのだというところを進めていくことによって、自分たちの地域

の課題をどうやって解決していったらいいかということを自分たちで考えて

いこうというプラットフォームが形成される。そこがないと、定住自立圏も

連携中枢都市圏も絵に描いたもちになりかねない。そのための市町村間の協



10 

 

議を深めるための環境づくりをどのように進めるかというところを、もう少

しお伝えいただきたい。 

→御指摘いただいたとおり事業運営に意を用いてまいりたい。昨日も話を伺

っていたのは、首長あるいは役場の職員、執行側は広域連携の気持ちが高

まっても、例えば議会が、何でうちから上がった税金を他の圏域に回すの

だという意見が出てなかなか前に進まないといったような、共通する課題

が出てきているので、こうしたものが各団体でノウハウとして伝わるよう

に配慮していきたいと考えている。 

 

・関連して連携中枢都市圏のことで伺いたい。総務省からの説明では３つの目

的があるということだが、資料４の①の経済成長や②の都市機能の集積とい

うのは、もちろん官にも一定の役割があり、それは特に地方経済の場合は重

要なわけだが、最終的には民間を十分に巻き込んでいかないとうまくいかな

い問題である。一方で③の生活関連機能サービスの向上というのは官の側だ

けでグリップが効きやすい類のものではないかと思う。この点、公営企業の

改革を進めなければいけないということが重要な課題に挙がっている中、イ

ノベーション・プラットフォームの資料の中でも、最後のほうに水道事業の

広域化の話が載っている。連携中枢都市圏構想を推進するための委託事業は

もちろん連携中枢都市圏を形成することが目的なので、一般的な話になって

しまうのかもしれないが、水道、下水道、病院等の公営企業の広域連携を進

めるときに連携中枢都市圏の取組をうまく活用する余地は大きいと思うし、

あるいは連携中枢都市圏を形成する上で、公営企業の改革が鍵になったり、

動機になったりする例もあるのではないかと思う。委託事業の中で公営企業

の広域連携という視点を重視するといったお考えが、今後、予算要求をされ

ていく中であるのかどうか、あるいは今申し上げたことは考え方としてどう

思われるか伺いたい。 

→病院や水道等について、我々もぜひこの連携中枢都市圏の中で議論してほ

しいと思っているが、あまりに玉が大いので、連携都市圏の中ではなくて、

別体のものとして腰を据えてやろうという圏域が多いことも確かである。

我々もそこをどう組み合わせていったらいいのか考えているところであり、

少なくとも現在は、そこまで本格的なものを定住自立圏や連携中枢都市圏

の中で消化していこうということにはなっていないが、課題としては、私

どもも認識をしている。 

 

（３）公共サービスイノベーション・プラットフォームにおける議論及び飯田

市への視察報告について 
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・お礼を兼ねて一言。ワーキング・グループの皆様に私どもの地域を視察して

いただき、お礼を申し上げる。私どもの地域では、いろいろな地域の方がそ

れぞれの分野で知恵を絞って工夫を重ねながら、ここまでの成果を上げてき

ており、委員からも、こうした事例が一つの地域にこのようにまとまって出

てくるのはなぜかということも含めてこれからまたいろいろと参考にしてい

きたいという内容のお礼のお手紙もいただいた。本当にありがたく思ってい

る。これからも、そうした現場の状況をしっかりと踏まえた形で、私自身も

このワーキング・グループや調査会に還元をしていきたい。 

 

・先ほど私どもで飯田市を視察させていただいたことについてのお話があった。

飯田市も定住自立圏の取組をしているが、住民の自立的な動きがどんどん出

てくることによって、いろいろな好事例がたくさん同じ街の中から生まれて

くる。好循環が始まると、どんどんいろいろな分野に取組が広がっていくと

いうことがあると思う。そのような意味で、あれもこれもできないという話

だったが、何か一つがきっかけになって、そこから協議会のようなものを通

じて違う分野での取組が出てくるとか、そのようなことがあると思う。 

総務省としては、全体を見るのが立場かもしれないが、各圏域の取組がいか

に意欲的に高度化していくかというところをぜひとも見ていただき、いろい

ろな取組ができるということを促していただきたい。 

→最初から取り組むには荷が重いということはあると思うが、そこで圏域の

一体感や、あるいは首長、住民の信頼感、その成功体験というものもつな

がれば、次の難しいことにチャレンジしようという機運にもつながってい

くだろうと思うので、そのようなものをぜひ応援したいと考えている。 

 

・一つの冊子で好事例をまとめるのはいいと思うが、民間委託であれ、広域化

であれ、クラウド化であれ、これがどのように実現していったのかという過

程も紹介できると、これから取り組む自治体がどうしたらいいのかというこ

とが分かる。出てくる事例は完成形なので、できてしまったものを紹介して

いるが、これから取り組む自治体からすると、何が最初の一歩なのというこ

とが最初に問われると思うので、ぜひそういった情報もあるといいと思う。 

それと関連して、例えば１つの業務の民間委託からほかの業務への民間委託

や、１つの施設の広域化からほかの施設の広域化等、そのような波及があれ

ば、それも紹介できると良い。 

このような好事例を並べられるが、一見してそれが自分の自治体に当てはま

るかどうかは、なかなかわかりづらいと思うので、少し抽象度をグルーピン

グして、例えばこのようなグループでこのような民間委託や広域化やクラウ
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ド化をやっている。先ほど５万人から20万人という区分でクラウド化の紹介

があったが、あのように人口でやってもいいし、類似団体的なところで区切

ってもいいと思うが、自分がこのグループに属しており、このグループの自

治体ではこんな取組をしているのだというのがわかると、取組みやすいと思

う。単に事例集を並べるだけではなく、そのような見せ方の工夫やグルーピ

ングをして、これから取り組もうとする自治体にとってわかりやすい示し方

があってもいいと思う。 

→グルーピングの仕方ということで言えば、課題から入っていくというのも

非常に重要だと思っている。このような課題があり、それに対してどのよ

うな解決をしたかという過程がわかることが非常に重要で、ほかの自治体

にとってもこのような課題があり、それに対してどのような方法で解決し

たらいいのかということを考えたときに、そのプロセスがわかるような形

の、地方の方から工夫を引っ張り出せるような工夫をできないかと考える

ところである。 

→人口規模や、大規模自治体と小規模自治体等、今のところはそういった

外形的な自治体の規模等に着目をしてグルーピングをトライしていると

ころであるが、御指摘も踏まえ、あるいは先ほど御紹介したように各自

治体にそれぞれの経緯があり、スタンスもいろいろあるという自治体の

多様性等もあるので、そういったバランスも踏まえて検討していく課題

だと思っている。 

 

（４）当面の進め方について 

資料について説明 

 


