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第２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：2015年9月17日（木） 14:30～16:00 

2. 場    所：中央合同庁舎第4号館 4階共用第4特別会議室 

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  山田大介  株式会社みずほ銀行常務執行役員 

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） 

 

西村康稔  内閣府副大臣（経済財政政策）他内閣府事務局 

 

(概要) 

（１）改革に向けた具体化や連携に関する関係省庁ヒアリング 

Ⅰ 地方行政分野における改革について（ＩＴ化を含む） 

・資料１の留意事項通知について、問題はこの留意事項を自治体に通知した

後、どのようにフォローしていくか。総務省として自治体の実行をどのように

促していくのか、誰がいつまでにどのように検討するのか。そこを明らかにし

て年末の工程表に盛り込む必要がある。本ワーキングに、誰が、いつまでに、

どのように検討するのか教えてほしい。 

・資料１、２ページの最終行の枠の中、「フォローアップ」とあるが、これは

見える化のフォローアップだけではなくて、このページ全体の留意事項全般

についてフォローアップということで工程表に書き込んでよいか。 

・この通知は多岐にわたり、広範に触れているので、工程表を考える上でこの

ページが核になる。 

・業務改革モデルプロジェクトについて、横展開をしていく上での出発点にな

るプロジェクトだと思う。BPR を実施するための一自治体当たりコンサル経費

として 2,000 万円、10 団体で２億円、これを３年間実施と伺っている。一方

で、例えば行政における BPR の成功例として、首長のリーダーシップのもと

で、直轄で若手職員との間でプロジェクトチームをつくり業務改革を立案し

たスタイルがあるように伺っている。その観点から、コンサルに委ねて BPR に

よる業務改革が推進できると考える根拠は何か。一団体 2,000 万円として、最

終的にどの程度の歳出効率化につながると試算しているのか。BPR による業務

改革を進める上で、コンサルに委ねるのが最もコストベネフィットが高いと

確信できる材料を何かいただけないか。 

→業務改革モデルプロジェクトについて、なぜコンサルを使うのか。若い人間 

でプロジェクトチームをつくる方法はあるが、その場合、業務の中身には精
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通しているけれども、逆に、それゆえに大胆な改革が難しいケースが想定さ

れる。そこに外部の視点で例えばシステムを変える、レイアウトを変えると

いうことも必要になる。その観点でコンサルを活用するほうが、より効果的

で大きな改革につながると聞いている。諮問会議の議論の中にも、民間企業

の協力のもとに改革を進めていくべきといった御示唆もあるので、コンサ

ルを活用して、より大きな効果の出る改革につなげていきたい。 

→愛媛県知事は、若手を採用することで大胆な改革、見直しにつなげてい 

くが、問題は首長のリーダーシップの強さ、理解とも述べていた。民間

のコンサルが立ち入りがたい部分も含めて手をつけなければ横展開の

エッセンスは出てこない。コンサルを否定はしないが、そこはまさに連

携ということである。 

・広域化の KPI について、協約提携した自治体の数としている。骨太で議論し

てきた公共サービスの広域化は、参加自治体の数を増やすこと自体に効果が

あるのは間違いないが、数を増やすこと自体が最終目的ではなく、例えば地域

経済活性化とか歳出の効率化、あるいは住民サービスの維持だと思う。 

・したがって、自治体の数は目標の一つにはなるのだろうけれど、成果目標と

しては、経済活性化に関する指標、広域的に公共サービスを提供することによ

る歳出効率化の効果などを一緒に KPI とすべきではないか。その観点で工程

表と KPI を検討してほしい。 

→定住自立圏等の KPI については検討させていただきたい。ただし、定住自  

立圏等は、本来の目的として、地方圏からの人口流出の防止、分権型の社会

空間の形成、ライフステージに応じて多様な選択肢を用意するというとこ

ろから始まっている。人口のダムをつくろうという発想だが、その中に事務

の効率化等もその一環として含まれることはあるが、基本的な目的は、人口

をいかに地方に留められるかということ。そうすると、例えば社会人口増減

のようなことも一つの KPI の候補になってくるのかと思うので、そのよう

なものも含めて検討させてほしい。 

→歳出効率化が目的の一つだということは間違いないと思うが、それが全 

てでは無いことも確か。おっしゃった人口のダムという観点で何か判断

材料があるということは非常に重要なことで、人口をいかに地方にとど

められるかという観点や、自治体、社会活動を維持できて、かつ経済が

活性化することも必要。アウトプットとアウトカムの関係だと思うが、

アウトプットとしての数があるとしても、その先にあるアウトカムをど

のように設定するのかが最初にあるべき。その辺を検討してほしい。・

事務の共同処理制度の活用状況について、ここもこれらの取組によって

どれだけ経費が効率化できたのか、できるのか、そうしたデータを教え

ていただきたい。例えばごみ処理を一部事務組合化することで、その前
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と後でどれだけ平均費用が削減されたのか。個別事例でも結構なので、

歳出効率化の効果を教えてほしい。具体的なデータを見える化すること

で、自治体がごみ処理を共同化するかどうかの判断に使えることになる

と思う。 

・民間委託等の推進について、定型的業務や庶務業務を含めた事務・事業全般の

総点検、ここがキーになる。いつ総点検を実施して、その結果を踏まえた対処方

針をいつまでに策定する。そうしたプロセスを工程表に組み込むべきだと思う

ので、検討して教えてほしい。 

・民間委託やアウトソーシングによる歳出効率化効果、例えば削減枠とか収入

増加額について総務省でまとめたものがあれば個別事例でも構わないので教え

てほしい。自治体の総点検に合わせて、民間委託等による歳出削減額や民間雇

用への効果についても聞いてほしい。 

・地方独立行政法人制度の活用について、骨太 2015 では効率的で質の高いサー

ビス提供のための取組、IT を活用した業務改革を行うべき主体に地方独法を含

むと記述している。歳出改革、業務改革を地方独法でも着実に実行するために

は、工程表に盛り込むべき。いつまでにどこで検討するのか。また、留意事項通

知で、地方独法について、事務事業の廃止等を検討とあるが、検討の期限も必要

ではないか。 

・BPR の手法や ICT を活用した業務の見直しについて、このモデルプロジェクト

以外に総務省はほかに何をどう考えて進めようとしているのか。先ほどの総点

検は BPR、ICT を活用した業務見直しの基礎となる業務総量だとか業務フローの

把握に役立つはず。総点検の結果の活用と業務改革の推進を具体的にリンクさ

せた形で工程表に盛り込むことを検討してほしい。 

・公営企業の経営健全化について、「経営比較分析表」の作成、公表を通じて見

える化することは大歓迎だが、水道事業、下水道事業分の作成と公表を工程表

に盛り込むこと。また、水道、下水道事業以外の公営企業における適用や検討も

工程表に盛り込むこと。これをいつまでにどう進めるか回答してほしい。さら

に誰もが比較検討しやすいスタイルでの系列、時系列を含めたデータの公表も

お願いしたい。そもそも骨太では公営企業について、経済・財政再生の計画期間

内に廃止、民営化や広域的な連携も含めた抜本的な改革の検討をさらに進める

と記述している。廃止、民営化などを含めた抜本的検討を工程表に入れること

を骨太で求めているので、いつまでにどの場で検討するかを教えてほしい。 

・第三セクターについて、骨太では優良事例の全国展開を図るとしているが、こ

れはどこで検討するのか。総務省は、今後公表する予定の先行事例を参考にし

て積極的検討と呼びかけているが、第三セクター改革の先行事例の紹介だけで

は全国展開はできないのではないか。別のプラットフォームを活用するならそ

れでもよいが、具体的な方策を工程表に盛り込む必要があるのではないか。 
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・自治体の財政マネジメントの強化について、公共施設等の再配置計画や PPP は

別のワーキングで議論すればいいと思うが、一方で、公営企業会計の適用推進

について、下水道と簡易水道以外の公営企業分野にどの時期に導入するのか教

えてほしい。 

・地方自治体の業務改革の取組状況の見える化について、見える化に向けた取

組は歓迎だが、サンプルのように委託の実施率の比較だけでは歳出効率化の効

果があるかどうかわからない。委託している自治体の数を倍増という KPI は、

ある意味ではプロセスが進行しているかどうかを示す途中の目印なので、最終

目標は歳出の効率化にある。最終目標が自治体数の倍増ではない。 

・今回の計画で徹底した見える化を何度も強調している理由は、自治体や住民

が自由自在に行政コストを他の自治体と比較できるようにすること。これによ

って、無駄の削減とか効率化に向けて、自治体が自ら取り組める。例えば案内、

受付を民間委託している市町村で、それに要する経費が幾らで、民間委託して

いない自治体より幾ら安いのか。そうした形で見える化することを検討してい

ただきたいし、それを踏まえて工程表、KPI の設定を検討してほしい。 

 ・定住自立圏構想はいわゆるコンパクト化とネットワークだが、加えて、安心 

してもらえる医療の提供が必要。一方で、医療の効率化は地域差が非常に激し

く、これをできるだけ縮小するという視点もぜひ考えてもらいたい。 

・医療スタッフ等が充実していない小さな病院が複数ある地域では、脳卒中等

の発症時の生存率がやや低いが、１カ所に再編した病院に充実したスタッフを

置くと生存率も高くなり、かつ、充実した医療の提供やベッド数を整理できる

ため、結果としてより良い医療を効率的に提供できるという研究がある。また、

都市の集約化、中心市街地への車の進入禁止により、市民が歩くようになり、結

果として医療費が削減されてきたという例もある。そのような視点も入れた構

想を、厚労省などと一緒に考えてほしい。 

→医療については、連携中枢都市圏は４圏域あるが、いずれも医療機能提    

供体制の再編に力を入れており、厚労省とも連携してやっていく。 

 ・実際に定住自立圏を実施している側として発言したい。まさに人口流出を  

食いとめるダム機能の確保であるとともに、生活圏、経済圏といった圏域の中

で政策を同じ方向に合わせていくための仕組みの一つとして、定住自立圏構想

は飯田市では非常にうまく機能していると思っている。 

・地域医療あるいは産業振興、地域公共交通等、生活圏や経済圏を同じくする地

域の中で一緒に取り組むことが、効率的、かつ、地域住民サービスが向上する

等、連携の仕方の一つとして考えられるが、どのような形で見える化するかに

ついては、いろいろな議論がある。 

・転ばぬ先のつえという考え方でやっている部分もあり、もしそのままやって

いたら、地域医療が崩壊していたかもしれない。それを食いとめて、ちゃんとこ
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の地域で子供が安心して産み育てられるという環境を保っている、これを数字

でどう言い表したら良いかというのはなかなか言い難い。ただし、医療崩壊を

起こさなかったという事実をもって把握はできる。そういった観点で地域住民

は定住自立圏を評価している。 

 

Ⅱ ＩＴ化と業務改革について 

・国・地方 IT 化・BPR 推進チームの第１次報告書には、オンラインサービス  

化によって省力化される手続数、提出書類数等多くの具体的目標があるため、

こういったものを活用して年末の工程表、KPI の設定に反映すべきではないか。

第１次報告書をこの点で評価しているのか。その辺について織り込まれている

のか。骨太に書かれている IT 活用のガイドラインについてはどうするのか。 

→子育てに係る手続のオンライン化については、第１次報告書を受けて調査に 

着手したところであり、KPI については取組施策の中で再検討・整理してまい

りたい。ガイドラインについては、その内容について事務局に確認する。 

・国の業務改革と IT 化について質問したい。いろいろな地域で様々な行政事務、

例えばハローワークや公的年金の実務が生じているが、各地域が IT 化を進める

に際してそれぞれ独自のシステムを採用してしまうと、事務の効率化が進まず

コストダウンを実現できない。例えば地域毎に住所変更届の書き方や書く内容

が違うと共通のシステムに載せることができない。まずは各地域の事務の実情

に関するファクトファインディングを行い、その次に事務の標準化を進めるこ

とが重要。そうすれば共通のシステムに事務を載せ易くなる。そこで質問だが、

大きなシステムに事務を載せて、より効率化するための前提となるファクトフ

ァインディングや標準化の作業には既に着手しているのか。 

→詳細は担当府省にお聞きいただきたいが、既に標準化等は進められていると 

承知。例えば、ハローワークシステムは内部ではいくつかのサブシステムに

分割されているが、そのサブシステム間で一層円滑な連携を図るため、業務

を標準化すると聞いている。現在、その要件定義を行っている段階と承知し

ている。 

・年金についても同様であり、これまでの制度単位でデータを持っていたもの

を、個人単位に統合するように改修を行う予定と聞いている。利用者視点で見

直すということで理解しており、これから詳細を詰めた上で開発していくこと

を予定していると承知している。 

 

Ⅲ 行政改革推進本部事務局との連携について 

・行政事業レビューにおける成果目標自体が適切であるかをどのように検証し

ているのか。定量的な目標の適切さを確保するために、具体的にどういう作業

をしているか。 
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→行政事業レビューは各府省が自立的に行うことが基本。多くの府省は官房長 

がヘッドとなりレビューをする体制を組んでいる。更に、外部有識者のチェ

ックにおいても様々な指摘があり、内容の改善を徐々にしているところ。公

開プロセスも行っている。それに加え、行革推進会議としても、秋のレビュー

にてダブルチェックをしており、その際に外部有識者からも種々内容につい

て指摘が出るところ。 

・行革事務局も、各府省に対し成果目標の設定等に関する講習会等を開催して

いる。さらに、レビューシートはネットで公開されており、国民からの指摘もあ

り得るところであり、そういう場合には各府省に説明責任がある。 

・設定率のみならず、質的な向上についてもさらに取り組む所存。 

・専門調査会にて 2020 年度の目標達成に向けて検証を進めるため、ぜひとも行

政事業レビュー等で蓄積されたノウハウや情報等を活用したい。 

→連携について、諮問会議、内閣府事務方とよく相談したい。 

  

（２）第１回ワーキング・グループのフォローアップについて 

事務局より説明。 

 

（３）公共サービスイノベーション・プラットフォーム 第１回会合の議論に

ついて 

事務局より説明。 

 

（４）自由討議     

・委員の方々の指摘も含めて行政で整理し、報告してほしい。その際には、ほか

のワーキング・グループ、プラットフォーム、行政事業レビュー、行政改革事務

局等との連携をぜひ進め、全体として強力な推進体制となるような、そして KPI、

工程表ができるような枠組みをつくってほしい。 

・今は地方交付税の中で標準的なところを基準としているが、トップランナー

方式にもしていこうということもあり、先進的な事例を広げるためにも見える

化、IT も活用し、ぜひ取り組んでほしい。 

・予算編成の中でこれから大変な議論になるが、工程表、KPI をつくり、着実に

改革、効率化が進んでいくようにお願いしたい。  

・行政の行革を進めている立場として、行革の話を１人の人間がこれでいこう

と言ってやっても、住民の皆さんからは多分ほめられない。財政を立て直して

いくことのために必要であるということを十分説明しても、納得性のある説明

というのは難しいところ。 

・いかに住民の皆さんのポテンシャルを引き出し、行政が今まで担っていた部
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分を一緒にやっていくかに力を入れ、それにより住民の皆さんに当事者意識を

持ってもらい、こういうことをやっていかなければいけないという方向性を共

有することが、非常に有効。 

・平成の大合併後、地域自主組織の法律もかわり、地域自治区の考え方が法律上

でも示されたが、そういったやり方がうまくいっているかという検証は必要。

うまくいっていないとすれば、どうやったらうまくやれるかを検証すれば、行

革にも非常に効果が出る。 

 


