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第１２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8月31日（水） 13:00～15:00 

2. 場    所：中央合同庁舎8号館 8階 中会議室 

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） 

同  伊藤 由紀子 東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授（オブザーバー参加） 

越智内閣府副大臣、羽深内閣府審議官 他内閣府事務局 

 

（概要） 

（１）地方創生関係 

・資料２の５ページ目「地方交付税（地域の元気創造事業費 経済活性化分）

に使用されている指標」に、各団体の伸び率と全国の伸び率の差に応じて割

り増しと記載があり、統計名が挙がっている。これは当然、総務省が交付税

算定上、算出しているということだと思うが、このような指標について公表

されれば、これも自治体の頑張りをより多面的に示す指標として使えるので

はないかと思うがどうか。 

→内閣府の資料の中で、地方交付税の各々の指標をどのような考え方でここ

に出されているのかは承知していないが、基本的に算式もデータも全て公

表されているものなので、誰でも計算は可能である。それをどのような形

で見やすくするかという範囲の話だと思うので、我々もホームページ等で、

どの程度わかりやすく公表できるかという観点で検討させていただきたい。 

→５ページの地方交付税（地域の元気創造事業費 経済活性化分）につい

て公表するということは可能か。 

→先ほど申し上げたように基本的に全て公表データなので、隠している

わけではない。ホームページでどのようにわかりやすくするかという

話だと思うので、それは検討させていただきたい。 

 

・内閣府の資料２について、最後に参考で個別先進事例として経済自立度や歩

行者通行量があり、汎用性はないという話だったが、例えば経済自立度は、

いろいろな指標の中からその地域の特性を鑑みながら頑張りを表す指標に集

約したものであり、そのような意味では応用問題を解くための組み合わせだ

と思う。個別の指標をいろいろとってランキングすることも大事だが、その
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地域の特性に応じた頑張り度合いを考える上で自立度というのは大きな共通

点ではないかと思うので、そのように指標を集約して頑張りを見るという方

向をさらに考えていかなければいけないということをコメントとして申し上

げる。 

→今回我々が、先進事例の収集、検討を進めるに当たって一番難しかったと

ころは、各自治体、各地方がそれぞれの特性に応じてデータをとっている

ということと、各自治体の特性に応じた事例を横串で全自治体にいかに適

用できるのか、ここの部分の関係を見るのに大変苦労したところである。

特に自治体の頑張りをこのような形で順位づけすることになると、なおさ

ら特性とその汎用性の両立が難しくなる。 

先進的な取組を各自治体について見ることはできないのかということにつ

いてはさらに調査しているところなので、御指摘を踏まえて引き続き勉強

してまいりたい。 

 

・地方創生の取組について、説明の中で特に先駆タイプを重視しているという

話だったが、一方で、このような地域活性化のための取組は、各地域が過去

省庁から言われていろいろな取組をしてきたがうまくいっていないというケ

ースが多々ある。今回の取組も地域の中ではそのようなことも踏まえながら

試行錯誤の結果生まれてきたものだと思うので、隘路打開タイプというのも

重要なのではないかと思う。そのような観点で見ると、参考資料も含めてど

のようなケースが隘路打開タイプの典型例なのかわからないので、お示しい

ただきたい。 

ここはある意味では、少し補助を出したり取組を変えれば打開できるという

ことなので、新しく何かを一から作るということよりも少ない努力で成果が

上がるのではないかということも含めて気になるので教えていただきたい。 

→隘路打開タイプが重要であるということは私どもも認識している。計測の

都合上、何らかの外形基準が必要だということがあったので先駆タイプを

考えているが、横展開・隘路打開タイプの中の評価の高いものについては、

個別の自治体にこれは非常に評価が高かったということをフィードバック

している。将来の先駆タイプの種になるようなものがここに隠れていると

も思っているので、私ども個別相談も含めて対応をして育てていきたい、

一緒に担って大きくしていきたいと思っている。 

具体的な事例として、今回採択したもので今相談を受けているものだが、

ある地域で障害者の雇用を進めているところがあり、非常にマッチングが

うまくいって障害者が不足している状態になっている。その地域が考えて

いるのは、障害者の特殊学級の修学旅行を組み合わせて、仕事の場所やマ
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ッチングの方法を見てもらって、場合によっては移住してもらうというこ

とを考えている。ところが、障害者施策や修学旅行でそのようなところに

お金が入ることはなく、ある意味、福祉と教育のはざまに落ちているとい

うところで今、相談に乗っているというケースがある。 

こういったものは障害者の方も企業の側も非常に課題を抱えている点であ

り、最初は隘路タイプで始まることになると思うが、うまくいけば全国展

開してほしいと考えており、私自身が自治体の対応をしている。 

 

・横展開のために課長級を筆頭にチームを派遣して説明会を開催しているとい

うことだが、自治体側の反応にはどのようなものがあるのか。 

→地方の相談会は、各参事官や課長、補佐などが行き、１人に対して５自治

体ぐらいが前に座ってお互いに説明をして、それに対して論評をするとい

う形式である。 

最初に去年行ったときは１回につき５～10分だったが、全然時間が足りな

かったため１時間に増やした。今はさらに増やし１時間半から２時間ぐら

いの時間で回している。それでも足りなかったら個別に来てもらって指導

をしている。 

反応だが、やはりこちらの考え方が非常に伝わりやすくなっているという

ことがある。また、自治体の側も持ってきた計画はそれほどでなくても、

着眼点の良いものもある。先ほどの障害者福祉のものも、話をしてみると

非常に深いところを突いていると思いサポートしようということになった。

自治体の側も、実はこのようなものもあると話をしてくれることもあり、

むしろそちらのほうが可能性があったりすることもある。１回、２回と何

回か行くと向こうも信頼してくれて、そうは言うものの地域でしがらみや

事情があるので難しいという話をしてくれたり、何でこんな計画を持って

きたのかと聞くと、自分たちもそう言われると思ったが、中で持っていけ

と言われたので来たという話など、信頼感ができるとはっきり言ってくれ

る人たちもいる。 

これは過去ずっとやってきたことなので容易なことではないが、そのよう

な信頼関係も作りながら一歩ずつ前に進めていくしかないと、私も自分自

身が全国を回っているので、そのように感じている。 

 

・自治体の頑張りの測定指標について、こうした全国の市町村の比較について

まとめて見える化することも大事だと思うが、飯田市の経済自立度について

は、指標の取り方が全国的に採用できる、できないというような話ではなく、

各地域の個別の事情があり、それを定点観測してある程度長期的にその指標
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を向上させていくことについて、産業界や関係者と議論することが重要だと

いうことをどのような形で横展開していくかという議論だと思う。 

飯田市のやっていることをそのまま全国で同じようにやれというのはおこが

ましい話で、むしろ地域に合った形で自分たちの地域の経済をどうしていく

かという指標を考えていけばいいと思う。きちんと定点観測できるような形

でPDCAを回していくことができれば良い。全国的に比べられる指標で、あな

たのところが何番目ですというランキングの話もあるとは思う。だが、地方

創生のKPIの話にも通じるところがあると思うが、自分たちの地域の課題に

合った形の指標を考えて実施していくような、自治体の頑張りを自分たちで

定点観測できる仕組みを作っていくことを促していくという方向で考えても

らいたい。 

例えばもっと簡易にこういった指標を使えばわかりやすくなるというような

ものがあってもいいと思う。その地域に合った何らかの指標があるのではな

いかというようなことを考えてもらうことも大事ではないかと思う。 

・頑張り指標について、指標はたくさんあるので、いろいろな自治体で多面的

に評価することは１つの考え方だし、あまり指標が多過ぎるのであれば主成

分分析などをして、変数の集約化を図るというのもやり方だと思う。 

気になったのは、最後の２つのページで自治体の表を出しているが、何とな

く経済や右側にある個別指標と修正経済指標の性格が異なるのではないか。

雇用や人口、設備投資等は単に増減率で、前の年と比べてどうだったかとい

う自分との比較、昨日の自分と今日の自分の比較だが、修正経済指標は偏差

値と書かれているので、これは全国平均からの乖離と思っていいのだと思う。

例えばできの悪い学生が頑張ってよくなったというのが増減率で、ほかの学

生の頑張りと比べてどうかというのが偏差値の話である。つまり昨日の自分

を基準にして今日の自分がどれくらいよくなったか、そこで頑張りを評価す

ることと、全国平均と比較して頑張りを評価することは性格が異なると思う。 

先ほどの交付税の算定基準はそうだと思ったが、要するに成果の基準は増減

率の変化で見ているので、昨日の自分との比較である。それに対して取組の

必要度の比較は全国平均との比較なので、それはそれで１つの考え方だと思

うが、そこを将来的に修正経済でほかの指標と対比させるということだと、

この性格の違いというのは留意したほうがいいと思う。どちらがいいという

わけではないが、見たいものが違うという気がした。 

また、スコープの問題だが、自治体の経済は自治体の中で完結しているわけ

ではない。例えば売上や人口増減について、隣の町に大きな工場ができて自

分のところの人口が増えることがあり得るので、経済の部分については、経

済圏という概念を入れて考えないといけない。果たして自治体というのが経
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済圏になっているかと言われるとそこは違う。神奈川県の人口は恐らく東京

のビジネスに相当依存するので、そこを考慮しないと頑張りという評価をす

るときにミスリードになる気がする。それは広域圏というより経済圏という

概念で考えていく必要がある。 

・自治体の頑張りの資料２に関して、基本的に指標となっているのは変化率で

ある。しかし、例えば１人当たり所得の変化率を見るのではなく、所得その

ものを見るといったレベル指標も入れなくてはいけない。また、フローの指

標で１年間どう変化したかという指標だけでなく、例えば自治体の公債費残

高のようにストックの指標もあわせて見ないといけない。もう少し指標のバ

ランスを工夫頂ければよりわかりやすい。 

→御指摘いただいた点については、より検討を深めてまいりたい。 

 

・地方創生の交付金で各プロジェクトや事業を採択するときの基準に、その地

域にとってこのプロジェクトの重要性がどのくらいあるのかということはど

のくらい勘案されているものなのか。 

例えば５ページの「人生を楽しむ信州働き方改革推進事業」について、Ｕタ

ーン就職率などは長野県だからこそ意味があるので、長野県の経済活性化に

対しての重要度や効果の大きさ、インパクトというものを勘案されて事業を

選んでいるのか。 

もしそうであれば、ここで掲げられるKPIも参考にしながら地方の頑張り度

合いを計っていくというところに、今度は個別の事例、ミクロからマクロに

持っていくこともできるのではないか。つまり、相互でいろいろデータのや

りとりをしていくと、その地域に合った頑張りを示すような指標が出てくる

のではないか。地方の頑張り度合いを計測するときに、ランキングで示せる

ものも度合いかもしれないが、地域独自にふさわしい目標を設定して、それ

についてどれぐらい頑張っているのかというところも見たら良いと感じた。 

→重要度については、私どももぜひKPIに入れてみたいと思っている。そも

そもその地域の全体の戦略は何なのか。先ほどの信州のようなところであ

れば、余暇も含めてということもあるし、あとは農業等を足してというこ

ともあると思う。半農半Ｘのような言い方を私どもはしているが、そのよ

うなことが成立するエリアなのか、それとも正社員でいたほうがいいのか

といったところは見ている。また、例えばKPIに入れた上でB/Cというか、

１単位当たり達成するのにどれぐらいのコストがかかるのかというところ

も見ているが、まだ始めたばかりで粒がそろっていないという感じがする。 

これも地域の事情それぞれだが、一番重要なところは、過去のしがらみが

たくさんあるので、いきなりそこからやると失敗する。したがって、そこ
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をにらんだ上でこちらから開始していく。実際に私が相談を受けていると

ころもそのようなところがあるが、そのようなエリアについては、一見小

さく見えるが意図として大きい場合と本当に小さい場合と両方あり、私た

ちも頭を悩ませながら、コミュニケーションしながらどうやってレベルを

上げていったらいいか悩んでいるところである。 

 

・最後の効果検証について、効果検証には２種類あり、１つはそれぞれの事務

事業評価ではないが、それぞれの事業が当初予定していたKPIを達成できて

いたかどうか、達成の見込みがあるかどうかということが１つ。ただ、それ

で横展開をしようと思ったときには、今回の地方創生の性格上、それぞれの

自治体がKPIをつくっているので、全国で使えるようなKPIでないと困る。例

えば就業率でも出生率でも労働参加率でも、横展開しようと思うと当該自治

体が出してきたKPIでは難しく、データがないということもあると思うので、

そこを念頭に置くなら効果検証で使う何らかの指標を別途考えないといけな

い。効果検証というと２つの次元があるということが気になった。 

→検証についてはこれからやっていくので、いただいた視点も含めて勉強し

てまいりたい。 

 

・資料３の地方創生推進交付金の説明に関して、予算額は1,000億円あり、１

次申請と２次申請がある。１次申請で184億円ということだったので２次申

請で800億円ほど使うという理解で差し支えないか。その場合なぜこのよう

に規模感が違うか何か理由があるかを確認したい。例えば、１次申請は雇用

対策等のソフト面の事業費、２次申請は道、汚水処理、港向け公共事業との

記載のとおり、ある程度ハードが増えるのか。事業費の配分はどのようにな

っているのかということを確認させていただきたい。 

→説明を省略したが、1,000億のうちの約６割がソフト、４割強がハードに

なる。４割強は、雪が降る地域もあるので執行は終わっており、400弱の

ものを今後どうするか。初年度だったということと、私どもも厳格に各地

域での相談会も含めてやっているので、出すほうも準備に覚悟と用意がか

かっているということだと思う。執行ありきということではないので、き

ちんと目的に合致したような取組を進めていきたいと考えている。 

 

・資料１について、交付税の算定式というのは確かに公表されているし、各

指標も公表データで計算しようと思えばできることだが、算定式の、単位

費用×人口×段階補正×経常態容補正のうち、段階補正をはじめとする

「補正」のところは恐らく自治体の規模や面積等、外形の基準に伴って
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様々な補正係数がかけられていると思う。これはほぼ解読不可能な部分が

あると思うので、順次どのような算定で補正しているのかということは、

公表いただきたいと思っている。 

→段階補正については、面積などそのような複雑なものではなく１つの算

式に人口を代入すればすぐ出てくるものだが、それも含めてわかりやす

い形にさせていただく。 

 

（２）地方行政関係 

・昨日、姫路の連携中枢都市圏構想について神戸で開かれた意見交換会に参加

した。Win-Winの関係にむけ中核市である姫路市と、その周辺の市町と連携

を進めていることが具体的に説明された。大変まとまりがあるプランではあ

ったが、やはりまだまだ事業資金の分担等、具体論に踏み込んでいくと難し

い部分が多いという苦労が伺えた。 

これらはボトムアップの改革なので、国としては、関与が限られる部分があ

ると思うが、事例の全国展開に向けて懇談会という場以外で何か関わりがあ

るのか、ないし今後関わりを深めるようなプランがあるのか、もう少し詳し

く伺いたい。 

→昨日姫路での会合は、神戸新聞にも記事が出ており、拝読した。姫路は連

携中枢都市圏のトップランナー。全体16のうち４圏域が初年度に圏域形成

を行って、その中でも発言力が大きく取組もしっかりしている団体である。

既に圏域を形成した16圏域、それから、それ以外でも横のネットワークを

使って、姫路を初めとしたトップランナーやセカンドランナーなどからハ

ードルやポイント、あるいはどういった取組が広域になじむなじまない、

その勘所について頻繁に情報連携をしている。 

そうしたときに、国から時々刺激を与えたり、場を設定することは極めて

有効だと思っており、８月18日には宮崎県で一堂に集まって情報交換を行

った。そうした場の設定や、アドバイス、助言などによって加速、促進を

図っていくというスタイルで当面進めていくことがいいのではないかとい

う状況である。 

 

・どういった形で窓口の業務を、市民にとってもやりやすい、使いやすいサー

ビスにしていくかということは非常に大事だと思っている。 

広域連携とも関係してくるが、広域的にやったほうがいいことがまだまだあ

り、先ほど戸籍の話も出ていたが、こういったサーバーを共有化していくこ

とはかなり効果が出るところである。公権力の行使等は市町村ごとにしっか

りと見ておけばいい話なのでできると思う。そのようなまだまだできるとこ
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ろは、全国展開でどんどんやっていってもらうという考え方は、ぜひ全国に

伝えていってもらいたい。 

広域連携の話は、定住自立圏でも連携中枢都市圏でも地域によって課題があ

ると思うが、一番大事なのは、責任ある首長や産業界の代表が形式的に毎年

１回集まるのではなく、きちんと課題解決に向けて話し合っていくような関

係を作れるかどうかだと思う。 

KPIの設定は、そういった中で運用されていかないと、結局、毎年１回会っ

てこのようにやりましょうと言って、来年それを検証しましょうというよう

な悠長な話になってしまう。その間、全く関係者が集まらず議論もされない

ようでは、課題の解決にはならないので、ぜひみんなが地域の課題を解決す

るために集まって話し合っていくという環境づくりを促すものにしていって

いただきたい。 

→うまくいっている連携の事例を見ると、まさに責任ある行政の代表、企業

の代表が話をして、信頼関係の中で運用していく関係になっている。往々

にして地域の中心になる市と周辺の市町村との関係は微妙になることがあ

るが、それを乗り越えて腹を割って信頼関係を構築して、その上で中心と

なる市あるいは中心となる企業にはひと肌脱いで、圏域全体のために働い

ていただく。圏域の中心、中核としての自負や責務といったものを任じて

もらうという形ができているところはうまくいっている。行政や法律を超

えた世界という感じもするが、実態としてそうした圏域がうまくいってい

る例があるので、私どももそうしたところを応援していきたいと考えてい

る。 

 

・窓口業務の民間委託、総合窓口化、庶務業務の集約化について、公権力の行

使等の話があったが、まさにそのような心配があるからこそ公共サービス改

革推進室に標準委託仕様書等の検討をお願いしているので、ぜひそこは連携

をお願いしたい。 

また、町村について、やはり町村の場合は規模が小さく担い手がいない、受

け皿がないということが大きなネックだと思うが、一方でいろいろヒアリン

グすると、町村であってもそこを請け負っている業者がいる。そのようなと

ころの話を聞くと、元職員に業務を委託しているケースが結構ある。ところ

が、その方にずっと委託し続けることはいろいろ問題があるので、業者にそ

の方を雇ってもらうような形にするというような例も伺った。 

あるいは、広域化、共同化することで規模も広がってくるということなので、

ぜひ町村について広げるための取組を工夫していただきたい。そのときに広

域で共同するためには、県レベルの調整や仲介が重要だと思うので、その辺
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を県に動いてもらうために具体的にどのような方法やインセンティブが考え

られるのか伺いたい。 

→公権力の行使という点については、公サ室としっかり連携していきたい。

今の段階でもBPRを独自にやって問題を解決しているところもあるので、

各団体の努力や民間の知恵も借りながら取り組めるところは積極的に取り

組むようお願いをしていきたい。 

小規模団体、町村の受け皿の問題について、理想形としては共同処理、周

辺の団体と一緒にということがあり、今、モデルプロジェクトを進めてい

る窓口業務でも、私どもも、各団体から応募を募るときには、複数団体の

共同のプロジェクトをぜひお願いしたいということを申し上げているが、

残念ながらそのような応募はない。働きかけをするときには必ずそれを話

すようにしているが、なかなかハードルが高いというところがあるので、

引き続き課題として受けとめさせていただきたい。 

小規模の団体の事例が少ない事由としては、受け皿がないということもあ

るが、やはり業務量のロットがないということが１つ。また、公権力の話

とも関連するが、このようなことは民間委託するときに一定のノウハウが

必要となり、業務分析をしなければいけないということもあるので、その

ようなこともあわせて総合的に解決する方法を考えていきたいと思ってい

る。 

県の調整については、私どもも同じような問題認識のもとで、本年度から

は総務省だけでヒアリングをするのではなくて、各県でしっかり市町村の

ヒアリングをするようお願いすることにしており、各都道府県のヒアリン

グを経た上で総務省がヒアリングをしている。 

ただし、課題もあり、今ヒアリングの中間段階だが、県の市町村担当で地

方行革、民間委託について一通り調査をお願いしたことは把握してくれる

が、その課題を分析して助言をするというところまでは、今の段階では各

県の取組にかなり濃淡がある。私どもも各県に、一部の団体では例えば市

町村と一緒に研究会を開催したり、行革甲子園と銘打って行革を促す等の

事例を紹介しながら、各都道府県の積極的な取組をお願いしてまいりたい。 

 

・自治体の頑張り指標ともつながるが、我々も内閣府で頑張り指標と、もう一

つ、補助金のパフォーマンス指標というものを作ることになっている。今日

の議論を踏まえて感じたことは、全国的にいろいろな自治体の状況を把握し

ようとしたときに、全国市町村ベースで取れる統計というのは限られている

ので、それをどうやって組み合わせて使うかということになるが、どう頑張

っても統計の限界があるので、なかなか地域の特性に応じたデータを出すと
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いうことができない。先ほどの飯田市のようなものは各自治体にやってもら

わなければいけないが、そうすると、その地域に応じたデータをあらかじめ

取ってもらうような仕組みが必要となる。 

そうやって考えていくと、例えば今、補助金を出して事業をやってもらうと

きに、我々は成果指標を求めてアウトカムを出せと言うが、どのようなとこ

ろが適切で、どのようにしたら一番把握できるかというところまで詰めて現

場が考えていないという感じを受ける。また、そうしようとするとツールが

必要となるし、人も予算も要る。従って、事業をするときにその成果をどう

測るか、あるいは何を目的にするかというところを逆にアプローチして、こ

のようなデータを取る必要があるということを考えた上で事業を行わないと

測れない気がしている。例えば連携中枢都市のKPIを作ってもらう中で、い

ろいろな目標があると思うが、うまくいっているのかいっていないのかとい

うことをどうしたら把握できるのかというところまで、現場に意識を持って

もらうようにするということが必要なのではないかと思った。 

先ほどのまち・ひと・しごとは現場と話しながら非常に細かくKPIを作って

いる。今、政府全体で各省が一体改革の取組の中でどのようなKPIがいいか

考えているので、ノウハウをフィードバックしながら少しずつ積み上げてい

き、常に現場の人にそのような意識を持ってもらえるように、我々の課題と

して一体改革の中で整理していく必要がある。 

 

（３）IT関係等 

・クラウドについて、資料の２ページのクラウド導入によるメリットの費用削

減効果に、クラウド導入で削減された費用やそこに投入された人的資源を他

の分野で有効活用することが可能になると書いてあり、これは当然の記述だ

と思う。クラウドで浮いてくるお金を、例えばICT等の前向きなことに使っ

ていくことが大事だと思う。例えば佐賀県には、ヒアリングの中でいろいろ

なICT活用事例を紹介していただいたが、やはり自治体に対しては浮いた分

を削られてしまうという話ではなく、それを前向きなICT投資に使えるとい

うことを示すとよりインセンティブが働くと思うので、ICT等を含めて、活

用事例を幅広く示していくことが必要だと思う。 

事務局から総務省へのリクエストの中に、自治体ごとの住民一人当たりIT関

係経費の見える化が入っていたと思うが、これについてはどうか。 

また、IT経費の見える化は必要だが、一方でIT投資を抑制すればいいという

話ではなく、システム関係費は落としたほうがいいが、前向きなICT投資は

しなければいけないので、その辺の区別がつくような形での開示が必要にな

ると思うので、コメントをお願いしたい。 
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→活用事例については、当室だけでなく総務省全体で地域の情報化に取り

組んでいるので、そういった地方行政の場におけるICTの活用については、

引き続き取り組んでまいりたい。 

住民一人当たりのIT関係経費については、当室で情報システム関係の経

費について幾らぐらいかかっているかという金額を報告させていただい

たことがあるかと思うが、その数字を再度精査しているので、その精査

が終わり次第、情報システムに関する経費として御説明できると考えて

いる。 

→自治体ごとに出てくるのか。 

→自治体ごとに取っている。 

 

・徴収対策関係について、個別で徴収をやっていくのは大変で共同処理のほう

が効果があるということであれば、今、共同処理をやっていないところは何

でやらないのか。本来であれば共同処理は全国展開すべき優良事例だと思う

が、何でやらないのか御説明をいただきたい。 

→各地域の取組なのでさまざまな原因があろうかと思うが、私どもとしても

個人住民税への３兆円の税源移譲を行った際に、共同処理が非常に有効な

ので、その旨を周知させていただいている。そのあたりは、今、ヒアリン

グ等をしているところであり、もう少し検討したいと思う。市町村の個人

住民税と固定資産税が滞納整理については重要なのだが、市町村だけで横

の連携というのはなかなか難しく、都道府県が音頭をとることが重要にな

ってくる。そのような問題意識があるところで共同処理が進んでいるとい

うことではないかと思っている。 

 

・共同処理機構については岩手県と宮城県でヒアリングをしてきたが、両県と

も県が主導してやっている。だからこそある程度普及が見られるというのは

事実だと思う。ただ、県がやるので県税が絡まないとだめらしく、個人住民

税は県税もあるので一緒にやりやすいが、固定資産税や軽自動車税は、両方

滞納してくれていればいいが、固定資産税だけ滞納しているとなかなか共同

処理に乗らないということを言っていた。別に法律上やってはだめという話

ではないと思うので、県が広域行政の担い手として、市町村税であったとし

ても共同処理の対象にしていくことは積極的に進めていく必要があると思っ

た。もう一つ、そのヒアリングでも議論になったことに特別徴収の一斉指定

の話がある。個人住民税も徴収率がそんなによくなくて、滞納の比率が結構

多いので、個人事業主はどうしようもないが、特別徴収の一斉指定をしてい

くことが１つのやり方だということは伺っているが、これはどれくらい進ん
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でいるのか。やっているのだけれども、うまくいっていないという話も聞い

ている。 

また、データの確認だが、滞納額が減っているという５ページの図について、

減っている要因はきちんと徴収したからという理解でいいのか。いわゆる取

るのを諦めたからということなのかどうか、この辺の減少要因について伺い

たい。 

→特別徴収については、手元に資料を持ち合わせていないので、別途御報告

させていただく。 

滞納については、最終的に滞納金を徴収するか、不納欠損処理を行って徴

収権を消滅させるか、この２つしか手法がないので、そういったことが進

められた結果だと考えている。不納欠損処理は大体横ばいであり、滞納額

がボリュームとして減ってきているのは滞納処理が進んだと捉えて良いの

ではないかと思っている。 

 

・クラウド化の資料の３ページ目のところに開発ベンダーの比率が出ており、

これはクラウドを導入している自治体に係るベンダーだと思うが、この構成

比率はクラウド化を行っていない団体でも同じような比率だと思っていいの

か。ベンダーによってクラウド化に協力的なベンダー等があり、クラウド化

を導入している自治体とそうでない自治体の間で構成比率に差があるのか伺

いたい。 

→クラウド化していない団体のベンダーについては、総務省としても情報を

持ち合わせていないので、お答えできかねる。 

 

・徴収事務の共同処理について、ここは税の話だが、社会保険料などを一緒に

取っているようなところはあるのか。 

→私どもとしては把握していない。 

→たしか一緒にやっているところがあったような気がするが、把握してい

ただくことは可能か。そして、この図のスコープの中にそこも入れてい

ただくのがいいと思う。 

→国民健康保険料を国民健康保険税として徴収している場合は、租税な

ので対応している場合はあるかと思うが、その他については確認をさ

せていただきたい。 

 

 

・全体を通じたコメントだが、地方や地域の取組みを測定するに際しては、団

体の数などまでは割と容易に把握できるが、その先の一歩が難しいというこ
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とを改めて問題意識として強く持つべきではないか。 

その点で、今日のご説明の中で一番気になったのは、地方創生推進交付金で

ある。1次の採択だけで745件あり、中には広域連携事業もあるので自治体ベ

ースではのべ1,000件近くある。中には億円単位の事業もあるが、20万円や

30万円という規模の交付対象事業もある。この全てについてPDCAサイクルを

うまく回せるのかどうか。これは経済・財政一体改革推進委員会の課題であ

るパフォーマンス指標と直結する問題だと思うが、今日のご説明では効果検

証について頭を悩ませておられ、経済と財政への効果検証をどうやるか、予

算要求をしてこれから研究するということだった。PDCAサイクルをどう回す

か整理する前にスタートしたかのような印象を受けたところであり、いずれ

にしても地方や地域の頑張りをどう把握できるのか、問題意識を強く持って

いくべきである。 

 

・改革工程表を着々と前に進めていただいていることを、今日、実感し、委員

の皆様、各省庁の皆様に心から感謝の思いが湧き上がった。今まで政府の外

で聞いていたが、自治体の頑張りの測定や、民間委託、標準委託仕様書等、

公共サービスの広域化、マイナンバー制度の活用について、今日改めて直近

の情報を聞かせていただいた。感想としていくつか申し上げる。 

・ベンチマークについて、政府部内各所でローカルベンチマークとか、金融機

関のベンチマーク等、いろいろなベンチマークづくりが進んでおり、これは

革新的な取組だと思う。ベンチマークの元となるデータをどうやって集める

のかという点と、その元データをどう使ってベンチマークを形成するかとい

う点と、そのベンチマークをどう活用するのかという点について、各委員か

らも指摘があったが、ベンチマークについて最近感じていることは、エビデ

ンス・ベースド・ポリシーメーキング、要はデータに基づいて政策を作ろう、

あるいは評価しようという話が進んでいるが、ベンチマークというのは評価

の規格化だと思っている。今日、各自治体の個別性はしっかり尊重するとい

う点と、ベンチマークを尊重するという点は両立するという話があった。こ

れはベンチマークという横並びの比較のみならず、その自治体の時系列の変

化についても注目したらどうかという話だったが、これについてはそのベン

チマークをどう使うかという点を踏まえつつ、しっかり作っていくことが大

切だと思った。 

・前に、RESASのデモンストレーションを何度か見たことがあるが、先ほどの

飯田市の人の移動の話なども、確かスマートフォンのGPSデータを使って人

の移動情報を取れるという話があったと記憶している。こうしたデータベー

スとの連携がもっとできないのかと思った。 
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・地方行政とIT化については、業務の規格化、定型化により効率化を進めれば、

働き方改革とマッチして労働量が減るというだけではなく、効率化を進めれ

ば今まで行政業務に参入できなかった民間企業が参入できるようになること

によって何がいいこともあるのではないかと思った。 

・改めて、最後に皆様の熱い議論に心から感謝を申し上げて、御挨拶とさせて

いただく。 


