
1 

 

第１３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9月23日（金） 10:00～12:00 

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） 

 

（概要） 

 

（１）トップランナー方式 

・トップランナー方式が今年度から始動し、基準財政需要額で441億円の抑制と

いう改革成果が出ていることについて、皆さんの御尽力と御苦労に敬意を表

したい。 

今年度１年間で441億円の基準額の抑制ということだが、対象16業種で見直し

年数が５カ年のものまで全て含めると、合計で幾ら抑制できると見込んでい

るのか。 

→今後の学校数の変動なども影響してくるので、５年後の正確な数字が出な

い可能性がある。全体的にはそれほど複雑な話ではなく、ほとんどが期間

３年なので、おおむね現在の数字の３倍プラスアルファで1,000億円台前半

程度になると思っている。 

 

・算定基礎とする業務改革の種類が記載されているが、経費水準の見直しと業

務改革内容の関係がわかりやすく自治体や住民に伝わるような工夫を検討い

ただけないか。例えば、本庁舎清掃や警備について、自分たちの自治体がど

の程度の単価で基準価格まであとどのぐらいであるのかなど、基準価格団体

の中で自分たちの自治体に近い性質、地理的、人口などの条件を踏まえて、

近い団体がどのような取組をしたのか簡単にたどっていけるような工夫をで

きないか。 

→交付税制度については、地方団体の自主性を損なわないように交付しなけ

ればいけないという法律上の大前提がある。ご指摘は、交付税の算定額と

自分の自治体の水準とのかい離などを明らかにするという趣旨だと思う。

しかし、例えば庁舎管理の場合でも、地域によって仕様や面積、建設時期、

分庁舎の有無などの条件が異なる。交付税の基準財政需要額の人口×単価
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の部分がこうなっているから、この金額にしなさいと言われても、庁舎の

ありようは千差万別なので、かえって地方団体との間で経費をめぐる混乱

が生じかねないという懸念もある。 

我々としては、例えば、他の団体で実施しているが自分たちが行っていな

い取組があれば、それに追いついていこうという動きを後押しするという

観点で推進しており、経費そのものを比較して、あなたのところは今Ｂ円

だからＡ円にするべきだというのは交付税上では難しいのではないかと思

っている。 

→差額を示して詰めるということではなく、各市町村いろいろな事情がある

と思うので、似たような自治体の取組や工夫を見えるようにして、努力する

筋道を見せることが大事だと思う。金額や差額を示して突き放すのではなく、

進んでいるところはどのような努力をしているのかが見えるようにしてい

ただきたいという趣旨である。 

 

・29年度の取組としていろいろ難しいことがあるのは承知しているが、最低１

分野で前進をお願いしたい。図書館や公民館の管理などで、実態として指定

管理者制度の導入が進んでいないということだが、なぜか、背景をどう見て

いるのか。指定管理者制度を進めている地域もあると思うので、そういった

ところはなぜ進んでいるのかお聞きしたい。 

→現在、背景等についてヒアリングをしている最中であり、まとまっていな

いが、地方団体側から聞いているのは、例えば専門的な職種の人材を長期

的に育成していかなければならないため、自分たちのところで採用して育

成するほうが安定的だという意見がある。関係府省でもいろいろな懸念が

あり、図書館協会を始め関係団体も指定管理の導入について慎重な意見も

多く、全体としては指定管理者制度について全団体が前向きに推進をして

いるという状況ではないのだろうと思う。 

進めている地域の動機についても、今、ヒアリング中だが、コストの抑制

という面と、サービスの向上や利用者の増加の両面があると思うので、中

身を検証している最中である。 

 

・公権力の行使を含む窓口業務については民間委託が難しいと思うが、民間委

託している自治体はどのような工夫をしているのか。公権力に関わるような

業務は行っていないということなのか。 

→窓口業務でも行政の許認可や決定など公権力の行使に当たる業務は正規の

職員に担保されないといけないが、証明書の準備や交付、補助業務などの

事実上の行為は切り離して民間に委託ができるので、先行団体はそこの切
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り分けをした上で窓口業務の民間委託をしている。ただし、限界的な事例

についていろいろな議論もあるので、今年度、公共サービス改革推進室を

中心に、試作的に、委託範囲についての標準的な仕様書を作る作業をして

いただいている。 

→大きい団体は業務量があるので何とか切り分けられるが、それほど業務 

量がない小規模自治体の場合に、どのように切り分けを行うかという課題

があり、議論の中で懸念が出てくることが多いと聞いている。 

 

・独立行政法人について、なぜ独立行政法人なら良くなるのか。また、独立行

政法人の形態についてはどのように理解すればいいのか。例えば各１自治体

に１つの独立行政法人であれば1,700団体できてしまうことになる。あるいは

県単位など何らかの広域な独立行政法人を考えて、そこが複数の自治体から

受託するというイメージなのか、地方制度調査会でどのような独法を考えて

いるのか伺いたい。 

→今日は行政局が来ていないので詳しいことはわからない部分があるが、県

単位で１つの独法という意味ではなく、公権力の行使との切り分け論がい

ろいろあるので、それを解決するための１つの手法として地方独法の活用

が取り上げられているのではないかと思う。現時点で、具体的な規模や複

数団体をまとめるという方針があるわけではなく、今、１つの形態が地方

制度調査会から提言されているので、それをどのような形で実現していく

のかということについて、行政局で検討を進めているところである。 

 

・文教施設関係、図書館について、今、PFI推進委員会のほうでも、文教施設も

含めてPPP/PFIを進めていこうという議論があり、この中には指定管理も入っ

ている。確かに進んでいないし難しいという議論はあるが、他方ではPPP/PFI

をこれから20兆円に増やそうという議論になっている。今日のトップランナ

ーの話とは別になるが、文教施設についてもPPPの活用というのが今後求めら

れていくと思う。 

なお、民間委託や指定管理者について、業務を独法などに委託することは本

来のPPPではなく、今言った20兆円の目標の中に入らないので、この目標を達

成するためにはきちんと民間に委託することが前提となる。 

→またよく関係省庁とも相談したい。 

 

・図書館や児童館等の管理について、箱の管理として機能している自治体では

指定管理者制度でコスト削減を図ることもあると思うが、例えば公民館のよ

うなところで、地域住民の活動の拠点として機能しているようなところは、
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そもそも箱という感覚がないので、それを指定管理に置きかえるという感覚

自体が地域住民の活動拠点としてなじまないという議論もある。公や指定管

理だからということではなく、そもそも公でやっていても両方あり得る。拠

点としてきちんと機能していないところは、活性化するために指定管理にし

たほうがいいという議論もあるし、活動拠点として機能しているところは地

域の活性化にとって重要な拠点なので、変更しないほうがいいという議論も

ある。 

実態を十分把握しないままで、一律的にこちらに持っていったらいいという

議論ではなく、地域でどのように使っているのかという内容を把握しないと

いけない。しかし、何もしなくていいという話でもなく、直営でもうまくい

っていないところには指導をし、そのときに指定管理という選択もあると思

う。そこはどのように進めるか今、ヒアリングをしているということだが、

その後どうするのか何かあれば教えていただきたい。 

→地方団体と議論していると、これまでトップランナー方式を導入してきた

業務は、施設管理のような定型的業務という面が強い。今回のこのような

話になってくると、施設の管理というよりは業務の運営そのものの問題な

ので、それを民間でやることでうまくいくという場合もあるのかもしれな

いが、自分たちの職員でうまくやっているし人も育ててきたので今さら変

えられないという意見もある。業務そのものの問題なので総務省が指導す

ることに対しての反発も大きく、これまでのものとは少しステージが違う

という印象を我々も持っている。 

 

・窓口業務について、小規模自治体で毎日数件しか来ないような業務を民間に

委託することは受け手がなく無理な話なので、広域化の議論と密接不可分だ

と思うがどうか。 

→業務量の問題については、受け手がいないということを我々も最初に言わ

れており、相当な大規模自治体でない限りは、１つのロットとして民間に

委託することが難しいので、中小規模自治体の広域化の問題をどうするか

という観点の中で地方制度調査会の答申もあると認識している。 

 

・28年度の地財計画で新たに重点課題対応群というものが設けられて、28年度

地方交付税では３つの事業で合計2,149億円が措置されたと承知している。こ

の３つの事業、自治体情報システム構造改革推進事業1,381億円、高齢者の生

活支援等の地域の暮らしを支える仕組みづくりの推進401億円、森林吸収源対

策等の推進367億円。この３つについて趣旨、内容、配分の考え方を御説明い

ただきたい。 
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→地方財政計画の中で、これまでリーマンショック以来の経済、雇用の環境

悪化に対する対策のためにあった歳出特別枠を抑制するとともに自治体が

新たに取り組まなければいけない分野に対処するためにこの３つの事業が

計上されている。配分の考え方だけ今、簡単に申し上げると、システム構

造改革は、人口規模に応じて段階補正をかけるが概ね人口で配分している。 

高齢者の生活支援も基本的には人口だが、高齢者が多い地域は面積が大き

い地域に偏っている傾向もあるので、人口密度が低い地域を割り増しする

補正を設けている。 

→施策の中身について簡単に教えていただきたい。 

→高齢者生活支援は、地方団体の中に地域の高齢者の生活支援や交通支援

などをしていただく地域運営自主組織を育成して、活動していただくた

めの初期費用や活動経費を手当するものである。 

森林吸収源対策は、森林整備については今まで県が中心になっていた部

分があるので、市町村においても森林の担い手対策や、所有者や境界の

確定などを行うための経費を見ている。 

→補足すると、今、我が国には林地台帳が整理されていない。森林吸収

源対策が重要な施策になってくるが、境界や持ち主がはっきりしない

と施策の打ちようがないので、そういったものを整備していくための

諸準備経費だと考えていただきたい。 

→台帳整備には、相当時間と費用がかかるのか。 

→その通り。この辺は林野庁とも相談しながら今後進めていかな 

ければならないが、これはすぐにできる話ではない。一方で、今

後施策を行うためには、持ち主や境界を確定させる必要があり、

施策的に息の長い話になるかもしれないが、やっていかざるを得

ないことと認識している。 

 

・トップランナー方式について、業務数では23業務のうち16業務がスタートし、

７業務については今後検討という点だが、業務数ではなく基準財政需要額で

見たときには、16業務で23業務に占めるカバレッジはおおむね何割ぐらいに

なるのか。 

→検討したことはない。 

→計算ができないということか。 

→考え方としては出せるが、例えば庶務業務は、厳密に庶務の業務をやっ

ている人数を基準財政需要額上は区分していない。現在は、庶務業務を

集約することによって削減できた経費の金額を出して、その金額を基準

財政需要額からマイナスしているため元がない。通常職員と庶務に携わ
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る職員という区別は難しいし、そういったものを交付税の基準財政需要

額上分離することは困難なので、トップランナーの対象の業務の需要額

を算出することは無理だと思う。しかし、それ以外の、例えば用務員の

部分の今の算入金額は出る。そういった意味で基準財政需要額全てが出

せないという意味ではないが、一部難しいものがあるので全体を足すこ

とはしていない。 

→細かい単位まで厳密にということではない。業務数ではこうやって16

業務進んだことが分かっている。それが残り７業務と金額規模でどん

なバランスか分からないのか。 

→先ほど言った庶務業務のように、庶務業務と通常業務の区分けがな

いので、元の金額を出せないという趣旨である。 

 

（２）地方財政制度等の改革に関する経済効果 

・２ページのαは、地域ダミーではなく定数として使っている。また、４ペー

ジのラスパイレス指数について、歳出改革など見たい変数は上の３つだが、

下の人口や産業構造など、コントロール変数と呼ぶが、これらがある程度説

明がつく符号を持たないと上の数値が本当に正しいのかと言われてしまう。

人口と人口の二乗は正しいと思うし、産業構造も特段仮説がないのでこんな

感じだと思うが、ラスパイレス指数がマイナスになっている。ラスパイレス

指数は高いと賃金が高いので、それがマイナスに出てしまうというのは何か

を引きずっているのではないかと思う。普通、人件費が高いとプラスになる

ので、何か別の変数を引きずってしまっているのではないか。 

ただ、それ以外は非常にリーズナブルだと思う。私も試算したとき4,000円か

ら5,000円ほどだったので、多くもなく少なくもなく、この程度だと思う。 

 

・方向が定まってきつつあると思うので、ぜひこのまま努力をお願いしたい。 

 

・このような効果について関係者で把握しながら、あるいは一般の方々にも示

しながら改革を進めることは非常に重要だと思うし、こちらのワーキングは

経済効果の検証に関する取組みが進んでいる印象を持っている。 

効果検証の方向性として２段階で試算するという説明だったが、現実には２

段階目で新しい事業に予算を投入して経済効果が上がれば、税収が増えると

いう財政効果がさらに生まれると思う。経済・財政一体改革全体の第３階層

のKPIや経済成長とプライマリーバランス黒字化というゴールをイメージす

るところであるが、この改革に注目している方々は、地方財政の分野に関し

ては、最終的に地方財政計画が５年後どういう姿になるのかという点に関心
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を持っている。そういう意味では、財政効果と経済効果の検証を先々どのよ

うに使っていく方向性なのかお尋ねしたい。例えば、今後の現実の地財計画

とここで検証された財政効果との違いを見ていくといったことなどが考えら

れるようにも思うが、効果検証はそうしたことも視野にある取組なのか確認

したい。 

→経済効果は今後の作業によるが、理想的には、ゴールとしてGDPにどのよう

なインパクトを与えるのか、消費の増加といった項目でのGDPのインパクト

を見るのか、あるいは所得といった生産面で見るのかといった点はあるが、

基本的には定量的にマクロのGDPへのインパクトや、そこまでいかない場合

には何らかの付加価値へのインパクトを図れればと思っている。 

また、そうしたインパクトが、地財計画や予算措置、税収などの具体的な

施策にどのような影響を与えていくのかはもう一段先のロジックだと思っ

ている。まず経済効果としてどの程度定量的に把握できるかというところ

を作業して、その先の問題としてそれを政策にどのようなリンケージで検

討できるかということを考えていくことになるのではないか。 

 

・５ページの削減効果について、このような計算式でロジカルにわかるという

ことは理解したが、他の事業に投入した場合の経済効果というのはどういう

意図で記載したのか。これは各自治体がそれぞれ必要に応じて考えるべきこ

とだと思うが、このような事例をここに上げた意図は何かあるのか。 

→できるだけ個々の自治体の実態に応じたロジックを作れればと思うが、基

本的には浮いたお金がどういう経路を通じて、どのような経済効果になる

のかについて、一定の仮定の下、マクロ的なアプローチをしていくことに

なるのではと考えている。②の既存研究の例についても、浮いた財源によ

る経済効果算出のロジックに関して、個別の自治体の活動をどれだけ織り

込んでいるのかという部分に関心を持っており、こういった既存の研究か

らもそういった点を勉強したいと思っている。 

→補足だが、ここに記載された事業はあくまで例えである。例えば都市部で

は子育てが喫緊の課題なので、子育てに注力する。地方部ではインフラの

老朽化が喫緊の課題なので、そちらに注力したらどうなるかということを

示したものであり、そうしなさいと言っているわけではない。 

経済効果というのは難しく、景気の話をしているのか成長の話をしている

のかで大きく意味が異なる。消費が増えるというと景気対策の話になり、

いわゆるケインズの乗数効果を通じて景気がよくなる。しかし、斜めで見

たときに重要なのは生産性に対する効果なので、都市部では女性の社会進

出の増加、これは女性が消費をすることが重要なのではなく、労働力が増
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えることが重要である。経済効果は最終的には需要と供給のバランスなの

で、どちらを見ろというわけではないが、成長という観点から見ればどれ

くらい労働力が増えるのか、具体的には女性の社会進出だが、また、どれ

だけ生産性が高まるかが重要である。我々はTFPと呼んでいるが、同じ投

入に対してどれくらい生産性が上がるのかを見ていくことが、長い目で成

長の度合いを見るポイントになる。 

 

（３）公営企業、第三セクター等の改革 

・公営企業会計適用の取組について、下水道に関してはこの調査時点の半年で

随分進捗しているように推察できる。79.0から92.9に上がっているが、これ

は適用済みと取組中に分けて考えると、これから適用済みになっていくと考

えていいのか。 

→下水道では92.9％のうち適用済みが36％、検討中が57％という状況だが、

この適用済みも５％前回より増えている。下水道の場合、資産台帳整備等

で一定の時間がかかるので、段階的に移っていくという意味での取組中だ

とお考えいただきたい。 

 

・公営企業の経営のあり方に関する研究会だが、この中で特に廃止や民営化に

向けて、具体的にどのような議論がされているのか御紹介いただきたい。 

また、先進事例、優良事例とあるが、廃止や民営化に関して十分な数、つま

り類似状況を見つけられるほどの数の事例があるのか。 

→上下水道、病院等については広域化と民間活力の活用が中心になるが、そ

れ以外の事業については、まず廃止・民営化の可能性について問題を立て、

その上で廃止・民営化が可能な事業について議論しながら、留意点を検討

したり、経営比較分析表の対象事業を追加し、指標を設定していくときに

は、廃止・民営化に係る検討の参考になる指標を入れていくべきだという

ようなことを検討している。前回の研究会で取り上げたバス事業の中では、

走行キロ当たりの原価や収入などは民間事業者との比較も可能なものなの

で、こうしたものも使いながら状況を「見える化」していくことが１つ材

料になるのでないかといった議論をいただいている。 

抜本的な改革に向けての優良事例集で、優良事例として多いのは、上下水

道、病院の経営形態の変更か広域化といったものだが、それ以外の交通や

電気・ガス、地域開発系の事業などについては実際に廃止事例もあるので、

優良という形でどのように整理するのかは考えなければいけないが、規模

や地理的状況については、上下水道ほどバラエティーがないものが多いの

ではないかと思っているので、一定数を拾いたいと思って検討している。 
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・広域化について、検討体制が構築されたことは歓迎するが、昨今の広域化を

考えるとICTが１つのドライビングフォースになると思う。この前伺った飯田

市でも、病院のネットワーク化という点にICTが使われることで、広域化につ

ながっていた。別のワーキングでは、浄水場の管理にICTを活用して広域化す

るモデル事業が厚生労働省と経済産業省で立ち上げられたと聞いた。そのよ

うなICTの活用やスマート化がドライビングフォースになるので、広域化とあ

わせて重点的に取り組むべきではないかと思うがどうか。 

→指摘の点は我々も重要だと思っている。広域化の中には完全に統合して企

業団を作るようなものもあるが、我々も多様な形態で始めていいのではな

いかということを言っており、その中に例えば事務の共同化等を通じてシ

ステムやデータ管理などをやっている実例もあるし、浄水場の集中管理の

ような事例も企業体によっては出てきている。今後も厚労省や関係機関の

知恵も借りながら検討を深めて、自治体に助言ができるようにしたいと思

っている。 

 

・総務省は全般的に情報開示や「見える化」を幅広く進めてくださっており、

公営企業や三セクについてもいろいろな情報を出していただいている。ただ、

「見える化」をした結果、その情報にどのようにアクセスされているかにつ

いては把握や分析をしているか。多くの民間企業は、自社のウエブサイトに

どのような人がアクセスしているか、アクセスの多寡などについてチェック

し、改善をしている。地方行財政分野の情報は、関係者ですら公表済みであ

ることを知らないケースがまだまだ多いと感じるし、仮に情報へのアクセス

が少ないとすれば、インターフェースに工夫の余地があったり、あるいは求

められている情報とのずれがあったりする可能性もある。分析をしてみない

とわからない話だと思うが、何か取り組んでいることがあれば伺いたい。 

→ここ数年で公開する情報量を増やしてきたことがあり、ホームページには、

公営企業で１つの入り口を作っているが、建て増し風になっているところ

があり、個別にどのようなアクセスがあったかは、解析できていない。今

後ウエブサイトの立て方については工夫をする必要があると思っており、

部内で勉強しているところである。 

 

（４）「見える化」 

・決算の対比に関する情報開示だが、予算・決算を対比した「見える化」を行

い、引き続き情報開示の充実に取り組むよう総務省として働きかけていくと

書いている。開示そのものを働きかけていくというのは当然のことだと思う
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が、充実という観点で総務省としてどのようなことを働きかけていくのか伺

いたい。 

例えば、自治体がばらばらに出すよりは、簡便な予算・決算対比ツールのよ

うなものを総務省で作って、それに則って各自治体に公表してもらい、総務

省のホームページで一覧できるようにするなどといいったことはできないか。 

→充実という部分については、各自治体でそれぞれ取組がされているので、

総務省として具体的なことを働きかけるというよりも、ホームページでの

公開やきちんと住民に対して説明するといったことについて働きかけてい

きたいと思っている。 

予算と決算については、自治体において当初予算に計上した後、補正を組

んでいくこともあるので、総務省において一律に予算と決算を対比するよ

りは、各団体の予算の組み方、決算の説明の仕方の中で、それぞれ適切に

やっていただくというのが一番いいのではないかと考えている。 

→全自治体が比べられるようにホームページで公表することまでは難しい

と思うが、簡便なツールを作成して、それに則って公表した自治体分につ

いて総務省で一覧できるようにすることはできないか。 

→勉強させていただきたい。 

 

・これから公共施設等の総合管理をどうしていくのかは、各自治体にとっては

非常に大きな課題である。特にハコモノだけではなく道路などの社会インフ

ラも含めて、今後維持管理がどのぐらいかかっていくかということを考える

と、かなりの総合管理をしていかないと、とても今のままではやっていけな

いというのが、実際にこれを作っていて思うことだが、そのためには、住民

に状況をしっかり認識してもらって、その上でどのような総合管理をしてい

くかということをかなり踏み込んでやっていかなければいけない。 

自治体としてそういうことをやってくださいと言えば、それでいいのかもし

れないが、そうは言ってもどこまで踏み込んで言えるかというところについ

ては、程度やうまくいっている事例についてのきめ細かい対応も必要になっ

てくるのではないかと思うがどうか。 

→インフラも含めた公共施設については、各自治体の状況はさまざまなので

我々から一律に言うことは難しい部分があるが、総合管理計画を比較可能

な形で一覧にするので、これは私どもとしても相当な作業になるが、この

中でそれぞれの自治体が議会や住民に説明するときに、自分の自治体と似

たような状況にある自治体が、例えば施設の総保有量の削減計画をどのよ

うに立てているかなどの形で使っていただけるようにしたいと思っている。

このような形で「見える化」を進めるので、自治体には総合管理計画や施
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設の統廃合などに関して情報を活用していただきたい。 

 

・資料５の一人当たり行政コストの財源の内訳に、「その他」という項目があ

るが、これは例えば基金の取り崩しなどが該当するのか。「その他」とは具

体的には何か。 

また、資料５では、基礎自治体である市町村の場合、国との間ではなく、都

道府県との間の財政トランスファーはどのように扱われているのか。 

→その他については、例えば貸付金を回収した諸収入や使用料手数料、受託

事業収入など、主要４項目以外のもろもろの収入が入っている。 

県と市町村の入り繰りは、県から市町村への支出金などを調べて、重複を

排除するような形で純計する作業をしている。 

 


